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心 豊 か な 暮 ら し

校長 西山 守

まだ寒さの残るこの頃ですが、子どもたち
は、今年度のまとめにがんばっています。地
域・保護者の皆様にはいかがお過ごしでしょ
うか。

しかし、もっと激しく心を揺さぶられたの
は、別の場面でした。
その団体の一人の方が、自宅に戻られたと
きの様子です。乳飲み子を抱えた奥様が小さ
なアパートの一室におられました。
６年生
アナウンサーがいろいろとインタビューし
残りの日々でも
ていきます。
輝いて
「奥さん。生活はいかがですか。」
「正直、今の生活は、やっと何とかなって
いるという状態です。収入も少なく、将来ど
うなのか不安です。でも、一つだけ確かなこ
さて、先日ふとスイッチを入れたテレビで とがあります。経済的には豊かでなくても、
災害復興支援を専門に行っている団体が紹介 心豊かに暮らせることは確かだと思っていま
されていました。一時的なボランティアでは す。被災地の復興に少しでも役立ち、喜んで
なく、ＮＰＯなどで専業としているとのこと いただけるのですから。そのことが、私たち
でした。
の心を豊かにしてくれます。」
災害からの復興を職業としていることに始
頭を打たれる思いでした。
めは少し違和感がありました。それはどうい
子どもの頃。思い出すと今では考えられな
うことなのか。被災された方からみたらどう いほど質素な生活でした。たまに冷房が入っ
なのかと思いました。
ているデパートに行くと、こんな贅沢してい
しかし、見ているうちに正反対の気持ちが いのかなと思ったほどです。ほとんどの人々
わき起こってきました。
が同じような生活だったので、当たり前にし
その方たちは、被災された地域の方と交流 か思えませんでした。
しながら、実に献身的に活動されていました。
今、すっかり時代が変わっています。当時
そして、地域の方が心を通わせ、頼りにして と同じような生活をしていたら、心豊かに暮
いる一面がうかがわれ、被災地の方々の支え らせるか自信がありません。
となっていることがよく分かりました。本当
「心豊かに暮らせることはまちがいない。」
にすばらしい取り組みだと思わずにはいられ と明るく語られる方が、とてもまぶしく感じ
ませんでした。
ました。これからの世界を変えるのではない
かと思われる価値観がそこにある気がしまし
た。
３月の行事予定
１ 日 （ 水 ） 保護者会３年
２ 日 （ 木 ） 保護者会１・２ 年
３日（金）６年生を送る会
１/２ 成 人 式 ４ 年
保護者会４年
６ 日 （ 月 ） 保護者会５・６ 年
卒業を祝う会
７日（火 ）特別時程
８ 日 （ 水 ） 春風の集い<きこえとことばの教室>
９日（木) 安全指導

１０日（金）お別れ交流給食
１ ３ 日 （ 月 ） Ｐ Ｔ Ａ 年 度 末 総 会 15:30~
１４日（火）避難訓練
５ 時 間 授 業 <１７日ま で>
２２日（水）給食最終日 大掃除
２３日（木）修了式
２４日（金）卒業式
２ ５ 日 （ 土 ） 春 季 休 業 日 ＜ ４月５ 日ま で＞
＊平成２９年度
４月６日（木）始業式・入学式

６年生から
～卒業を前に一言～
卒業する６年生に、中学校でがんばりたいことや、
将来の夢を聞きました。

〈1 組〉
・高校受験するために中学で、もっと勉強・部活共に
がんばっていきたい。
・中学で部活を一生懸命最後までやり遂げながら、勉強
もがんばりたいです。
・部活動に取り組めるように勉強にも集中して部活で
はレギュラーになれるように頑張る。
・ぼくは野球部に入って、毎日練習をして、レギュラ
ーになって活躍したいです。
・中学生になったら、自分に自信をもつこと、人に気
を配ることをできるようにしたい。
・まず人間関係を作って、次に野球でピッチャーをや
って、一目おかれる存在になりたい。
・中学校に入ったら茶道部に入って、お茶のたて方を
マスターして家で作りたいです。
・たくさんの人との関わりの中で、大学、就職へと繋
がるような好きな事を見つけたい。
・ぼくは、中学校になったら、バスケットボールの部活
に入って、大会とかで優勝したいです。
・何にでも全力で励みたい。特に、英語の授業をがん
ばって、どんな仕事についてもいいようにしたい。

・中学になると算数が数学になるので、数学になって
もがんばりたいです。
・私が中学校になったら、勉強を中心に頑張りたいで
す。そのために、人一倍努力します。
・英語という新しい教科が加わる中学生活を、日々楽
しく過ごせるようにする。
・私は中学生になるのが少し不安です。でも新しい友
達をたくさん作って楽しみたいです。
・中学校に上がったら、周りを見て行動できる人にな
りたいです。
・中学校では部活と勉強を頑張る。そのために、家で
練習したり、勉強はみんなにおいていかれないよう
に、家でも取り組んだり頑張りたい。
・中学校に行ったら私は、友達を大切にできる人にな
りたいです。
・みんなと協力し励まし合いたい。家でも勉強をしっ
かりやって頑張りたい。
・期末テストや中間テストなどの勉強面でも真剣にや
り、部活も全力で取り組む。
・小学校では苦手なことがたくさんあったから、中学
校では少しずつなおせるようにする。
・私は、中学生になったという気持ちをもって一生懸
命がんばっていきたいです。
・何事もプラスにとらえ、自分の苦手な事も自ら進ん
でやっていきたい。
・授業に追いつけるようにしっかり勉強して、ソフト
ボールも練習して強くなりたいです。
・私は部活でソフトボールをするので、レギュラーを

・中学校では、集中して人の話を聞くようにしたいメ
リハリをつけてがんばりたい。
・極力勉強を真面目に取り組み、楽しいと思える中学校
生活を送れるようにする。
・豊島シニアに入ってレギュラーを取り、平日には勉
強をして充実した生活を送る！

とるために自主練習を頑張りたい。
・私は中学校に行ったらどんな部活でも一生懸命にや
っていきたいです。
・中学生になったら、部活も勉強も忙しくなるので、
予定を立てて、文武両道できるようにしたい。

〈２組〉
・中学ではサッカー部で先輩よりもうまくなりたい。
友達と仲良く楽しく過ごしていきたい。
・中学のバスケ部では、ダンクをできるようになり、
中学三年のときに都大会で優勝する。
・中学では卓球部に入って、さぼらず自分から進んで
練習し、チームの一員としてがんばります。
・中学ではバスケ部で都大会に出場したい。また、そ
ろばんでは練馬地区で優勝したい。
・中学校に入ったら、バスケ・サッカー・野球などい
ろいろなことをして楽しみたいです。
・中学に入ったら、バスケットボール部に入って、中
学生活を楽しんでいきたいと思います。
・中学ではバスケ部に入って、普通のことを普通にで
きるようになり、ダンク王になる。
・中学では野球部に入ってエースを目指し、たくさん
三振をとれる投手になりたいです。
・中学では勉強も忙しくなるけど、部活にも入って、
自分をもっと強くしたいと思います。
・中学では水泳部に入って、クロールで良い記録を残
せるように努力していきたいです。
・英語を頑張ってたくさん学びたいです。柔道部に入
って自分の技を強化していきたいです。
・中学生になったらテニス・バスケ・茶道をやりたい
です。そして真剣に取り組みたいです。
・中学では、新たな教科として加わる英語の単語を他
の人より多く覚えたいです。
・バスケットボール部で都大会に出て優勝し、東京都
選抜に選ばれるようにがんばりたい。
・中学に入ったら、本をたくさん読んで、少しでも栄
養士という夢に向かっていきたい！

・私は将来看護師になりたいです。そしてお母さんと
一緒に患者さんを治したいです。
・中学に行くと、勉強が難しくなると思うので、苦手
な数学の復習をがんばりたいです。
・勉強では、新しい教科の英語ができるようになり、
サッカー部ではレギュラー入りしたい。
・私は、中学生になったら陸上部に入り、都大会で優
勝してみせます。
・英検準一級獲得のために、英語の勉強をたくさんし
ながら、部活もがんばりたい！
・中学になったら、勉強が難しくなると思うので、特
に数学をがんばりたいです。
・中学校では少し苦手な英語にチャレンジしていきた
いです。がんばります！
・中学校のソフトボール部で努力を惜しまず、一番の
プレーヤーになり、いっぱい活躍したい。
・中学では、吹奏楽部に入り、練習を重ね、大きな大
会で優勝したい！
・私は、ソフトボール部で誰よりも練習に打ち込んで
レギュラーを勝ち取りたいです。
・中学では、規則正しい生活を送り、自分にとってや
りたいことや楽しいことを見つけます。
・中学校に入学したら、英語と数学の勉強を一生懸命
がんばりたいです。
・中学では、バスケットボール部に入って、バスケッ
トボールを一生懸命がんばりたい。
・楽しむときはしっかり楽しみ、学習のときは集中す
る、切り替えができる中学生になりたい。
・たくさん勉強して英語を強化したい！バスケ部に入
って今よりも体力を上げたい！

〈３組〉
・中学校でも精一杯がんばりたいと思います。今まで
ありがとうございました。
・中学校に入ったら、
英語と数学をがんばりたいです。

・中学で新しい友だちを作って、たくさん遊びたいで
す。
・中学校では、部活と勉強を頑張りたいです。

部活もがんばります。
・部活が始まるので、声を出して先輩にも負けないよ
うなプレーをしたいです。
・中学での部活や、修学旅行が楽しみです。

・中学でも友だちと遊んだり、勉強したりして、楽し
くがんばっていきたいです。
・中学校の新しい学習と部活、どちらもがんばりたい
です。

・中学での勉強。
がんばりましょう。by SMAP
・僕はテニスを特訓して、テニス部で強い人になりた

・中学校では、部活があるので、部活で活躍できるよ
うにしたいです。
・中学校では、美術部に入ってみたいです。

いです。
・中学でも気合いを入れて、何かをやり残すことのな
いようにしたいです。
・僕は中学の数学の授業で正負の数をがんばりたいで
す。

・中学までに人見知りをなおして、友だちを作るのを
がんばりたいです！
・中学校では部活動と学校の勉強とを両立できるよう
にしていきたいです。

・中学校で一緒になる、仲良しの友だちと同じクラス
になりたいです！
・河川敷で冷たい炭酸飲料を「お疲れ」って言って、
顔につけられてみたいです。
・中学校でもサッカーを続けるので、石小の人と勝負
するときは絶対に勝つ！
・中学校でも楽しく生活したいです。
・バスケ部に入ってレギュラーを目指してがんばりま
す。
・ 授業が難しくなったり、
部活が始まったりするので、
両立できるように頑張りたいです。
・中学のクラス替えでは、友だちと一緒のクラスがい
いです！
・卒業だー！あんまり実感わかないけど、だんだん慣
れていくのかなあ。
・算数が数学になって、難しくなるけどがんばりたい
です。
・私は、中学生になっても明るい自分でいたいです。
うるさくならないようにします。
・中学校では、勉強をがんばりながら、部活や行事も
楽しみたいです。
・６年間でいろいろな人と出会い、学んできたので、
中学校ではそのことを生かしたいです。
・中学校では勉強をがんばり、たくさん友だちを作り
たいです。

きこえとことばの教室

～春風の集い～
３月８日（水）午後３時～
一年間頑張って通ったね！同じ教室に通う仲間
ともっと仲良くなろう！という気持ちをこめて、
体育館で親子ゲーム大会をします。今年はチーム
ごとにアイテムを見つけて一人を仮装させるゲ
ームをふくめ、三つのゲームをします。その後、
卒業する６年生をみんなでお祝いします。今年の
6 年生は 13 名です。それぞれが思い出と決意の
言葉を発表し、みんなで歌をプレゼントします。
今年は「勇気 100％」で、元気いっぱい送り出
したいと思います。

