
時 代 を 拓 く 光 明
校長 西山 守

日中の陽差しに春の訪れが近いことを感じ
られる頃となりました。いかがお過ごしでし
ょうか。
いよいよ本年度も残り３週間あまり。子ど

もたちは学年のまとめにがんばっています。
保護者・地域の皆様には、どうぞ最後までご
理解ご支援よろしくお願いいたします。

ありがとう６年生！
中学でもお元気で！
＜６年生を送る会 １日＞

さて、冬季オリンピック・パラリンピック
の興奮が続いています。様々なドラマが繰り
広げられ、感動的なシーンに目頭が熱くなり
スポーツのもつ大きな力を感じました。選手
はもちろん、関わり支える人々や見る人々に
も一人に一つずつメダルが授けられている気
がしました。
女子スピードスケート５００ m の金メダ

リスト小平選手の所属先に関するエピソード
が新聞に載っていました。
信頼する先生の指導を受け続けるために、

有名企業からの申し出を断り、地元でスポン
サーを探していました。なかなか見つからず
に何とかならないかと頼み込み、快諾を得た
のは「病院」。

一昔前には考えられないことだったように

思います。宣伝効果を見込んだ企業ならあり

得ることですが…。このことはスポーツのも

つ価値を認める意識が広がってきたことの表

れかもしれないと勝手ながら感じました。経

済的な効果や社会的名声を求めるのでは無

く、人に感動を与え、心を奮い立たせる機会

をもたらすことに価値を見出し、そのために

サポートすること決断を下したのではないか

と考えました。

経済的に有利なことより、精神的な豊かさ

を得られることを優先する選択があっても当

たり前。そのような考え方は、先行き不透明

で困難なこれからの時代に、一筋の光明をも

たらすのかもしれません。

精神的な豊かさを何に感じるかは、人それ

ぞれ違うと思います。

しかし、他者を蔑んだ優越感や物欲、食欲

などではなく、自己の個性や能力を伸ばした

達成感や、他者との温かい関わりから得られ

る信頼感・親和的な心情、社会に貢献するこ

とで得られる喜びなどに精神的な豊かさを感

じられる感性を育てていきたいものだと思い

ます。
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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〉 

・サッカー部に入り、全力で部活動を行い、都大会目

指してがんばりたいです。     

・ぼくは、中学校に行ったら新しい友達をたくさん作っ

て仲良くなりたいです。      

・中学で部活もがんばりつつ、クラブチームもがんば

ります。             

・野球部に入りレギュラーになり、投手を目指して、

がんばりたいです。       

・ぼくは、中学校で友達がかわってもみんなのことを

忘れずにがんばります。      

・中学生になったら、部活、勉強がんばります。夢を

叶えてみせる。          

・ぼくは、中学校に行って、友達と仲良くしたいです。

部活もがんばります。       

・文武両道をモットーに、中学校生活を楽しんで、た

くさん遊びたいです。       

・ぼくは、中学でバスケ部に入部しようと思います。部

屋にバスケゴールを置きたいです。 

・部活をやりながら、中学校の勉強をして少しずつ遊

びたいです。           

・中学校に入ったら、英語をがんばって大人になった

ら役に立つようにしたい。     

・中学生になって、周りに遅れをとらないようにする。

学力向上。            

・中学生になったらもっと勉強や運動をがんばり、普

通に過ごしたいです。      

・英語が中学校から本格化するのでがんばって練習し

たいです。            

・小学校では、遊んでいたけれど、中学校に行ったら

部活や勉強をしっかりやる。    

 

 

 

 

 

 

 

 

・ぼくは、部活でレギュラーを早めにとり、いい成績

を残したいです。         

・ぼくは、中学校に行ったら、文武両道、勉強も部活

もがんばりたいです。      

・ぼくは、部活でサッカー部に入ります。夢は一流の

スポーツトレーナーです。      

・定期テストなど、全て百点を取りたいです。チャイ

ム着席ができるようにしたいです。  

・美術部に入って絵をさらに上達させて、アニメータ

ーになりたいです。        

・私は、中学校で、部活と勉強を両立し、楽しい生活

を送りたいです。         

・教科が増えたり部活動が始まったりしても、全力で

がんばりたい。          

・中学校では勉強や友情関係を大切にし、宿題忘れは

しないように心がけたいです。   

・将来、外国の言葉をしゃべれていたいので外国語を

がんばりたい。          

・バドミントン部に入り、早く上達して大会で優勝し

たい。             

・私が中学校に行ったら、友達が出来るか心配だけど

積極的に話しかけたいです。    

・中学になったら勉強、部活をしっかりやる。友達関

係を大切にしたい。        

・学校の勉強についていけるようにして将来は人の役

に立てる仕事をしたいです。    

・中学で部活をがんばりながら勉強もがんばりたい。 

 

・楽しそうな部活に入って、目標より上を目指して努

力をしたいと思います。      

・中学校では、新しい教科もあるのでがんばりたいで

す。発表もしたいです。      

・中学校に入ったら時間を大切にしたいです。勉強と

部活をがんばりたいです。    

・部活や勉強など楽しみながら、特に勉強を思いっ切

りがんばりたいです。       

 

６年生から 

～卒業を前に一言～ 



〈２組〉 

・僕は、中学校で友達をたくさん作り、遅刻しないよ

うに頑張りたいです。         

・僕の将来の夢は、野球選手なので中学校にいっても

野球を続けて頑張りたいです。    

・僕は、部活も頑張り、勉強も頑張って両立させてい

きたいです                       

・僕は、将来五代友厚のようになり、日本の経済を発

展させたいです。            

・僕の将来の夢は、サッカー選手になることです。活

躍して人生を楽しみたいです。     

・中学校に入ったら、人よりも多くの勉強をして、学

校でトップをとれるようにしたいです。   

・僕は、今夢が無いので中学校で夢を作り、その夢に

向けて頑張りたいです。             

・僕は、将来国家公務員になって財務省に勤め、日本

の将来を支えたいです。             

・僕の将来の夢はパティシエになることです。中学や

高校では夢に向かって頑張りたいです。   

・僕は、将来シャチの飼育員になりたいので、中学生

になったら体力を付けたいです。     

・僕は、中学校で様々な知識を深めて一つのことに夢

中になりたいです。                

・僕は、中学生になったら部活も頑張りながら、勉強

も頑張りたいです。                 

・僕の将来の夢は料理人になることです。料理人にな

れるように勉強をたくさんしたいです。 

・中学校でも、小学校で学んだことを生かして勉強は

もちろん友達関係も大切にしたい。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・僕は、中学生になったら、勉強をしっかりやり、将

来の夢に少しでも近づきたいです。      

・僕は、中学校で勉強と運動を両立しながら悔いの残

らないように頑張りたいです。       

・中学校では、サッカー部で頑張りたいです。シュー

トをたくさん打てるようになりたいです。 

・僕は、中学生になったらサッカー部に入って点をた

くさんとりたいです。               

・僕は、将来流通業の CEO になって、いろいろな人

に商品を提供したいです。          

・中学校に入って中間テストが始まるので、平均点よ

り上の上位を目指したいと思います。  

・私は、中学生になったら部活をしっかりやりつつ勉

強を頑張って楽しみたいと思います。   

・私は、中学校で部活と勉強を頑張って、地道に努力

していきたいです。                 

・私は、中学校で勉強を頑張り、新しい環境でまたた

くさんの友達を作りたいです。         

・私は、中学校に行ったら、友達を１００人作れるよ

うにしたいです。                   

・私の将来の夢は、保育士です。保育士になったらた

くさん小さい子と関わりたいです。   

・私は、中学生になったら勉強と部活の両立を頑張り

たいです。                         

・私は、将来絵本作家になりたいと思っています。な

ので中学校では物語を書きたいです。   

・私は、中学校では数学を頑張り、将来は医者になっ

てたくさんの人の命を救いたいです。 

・私は、中学校に入ったら、英検準１級がとれるよう

に英語をたくさん勉強したいです。  

・漫画、美術部に入り、勉強との両立をさせながらイ

ラストを描き賞を 10個もらいたいです。 

・中学生になったら、吹奏楽部に入って賞をとりたい

です。                            

・中学校で頑張りたいことは部活です。卓球部に入り

上手くなりたいです。               

・私は、中学生になったらテニス部に入ってレギュラ

ーになれるよう努力したいです。     

・私は、中学生になったら、部活と勉強を両立できる

ように頑張りたいです。             

 
 



〈３組〉 

・中学校では特に数学をできるようにしたい。あと、

英語をできるようにしたい。     

・ぼくは、中学生になったら、プロゲーマーになるた

めの練習と部活を両立させたいです。  

・中学に行ったら英語の会話をして、単語をなるべく

話せるようになりたいです。    

・中学では、テニス部に入ってたくさん練習をして、

大会で優勝したいです。      

・中学でサッカー部に入ったら、だれよりも練習をし

てレギュラーをとりたいです。    

・僕は中学に入ったら、習字や書道部に入って、自分

のスキルをみがきたいです。     

・中学に入ったら、みんなと仲良くして、勉強や部活

などをがんばりたいです。     

・中学では、新しく入る英語を完全に覚えて、いい成

績をとり、楽しい生活を送りたいです。 

・中学生になったら、オール５をとり、部活ではレギ

ュラーをとりたいです。       

・中学校では、野球部で内野のレギュラーをとって、

野球チームに貢献したいです。    

・中学校に入ったら、SE になるために積極的にでき

ることをやっていきたいです。    

・中学では、バレーボール部に入って、レギュラーを

目指して練習したいです。     

・中学校では、授業の内容をよく理解し、どのような

問題もすぐわかるように絶対なる。  

・ぼくは中学に入ったら、アート部（イラスト部）に

入って絵をかく技術を高めたいです。 

・中学に入ったら、ぼくは野球部に入り、野球部のレ

ギュラーになりたい。        

・中学に入ったら、色々なことがあると思うので、努

力をしていきたいです。       

・ぼくは中学や高校、大学でよい成績を残し、安定し

た職に就き楽しい人生を送りたいです。 

・ぼくは、中学生になったら、しっかり勉強し、いい

成績を残したい。          

・中学校では、社会で世界の歴史を知り、世界のこと

にもっとくわしくなりたいです。   

・中学校に行っても大好きなダンスを続けながら、勉

強や部活も楽しくがんばりたいです。  

・中学では、ソフトボール部に所属し、ピッチャーと

してチームに貢献したいです。    

・中学生では、得意なことも苦手なことも上達できる

ように、色々な事にチャレンジしたい 

・中学校へ行ったら、やると決めた部活を一生懸命頑

張る。               

・私は、中学校では、もっとバスケットボールがうま

くなりたいです。          

・中学生では、部活動でバドミントン部に入り、試合

で勝てるようにがんばりたいです。  

・私は将来看護師になりたいので、そのための努力を

惜しまず夢に向かって頑張りたいです。 

・中学では、小学校で学んだことを生かしていき、将

来に役立つようにしたいです。    

・将来高校や大学を受験する時に好きな学校を選べる

ように勉強をがんばりたいです。   

・中学校では、バドミントン部に入ってたくさん練習

して、大会でたくさん勝ちたいです。 

・中学の美術部に入ったら、絵の勉強をたくさんして、

今よりもっと絵が上手になりたい。 

・中学では、やると決めた部活に入り、将来の夢であ

るデザイナーを目指して頑張りたい。  

・中学では、新たに始まる数学を他の人に劣らないよ

うに一生懸命頑張りたいです。       

 

 

きこえとことばの教室 

～春風の集い～  
３月７日（水）午後２時４５分～ 

「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、

「じゃんけん列車」「仲間をふやせ」「猛獣狩り」

という３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

１０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。歌は「勇

気 100％」です。元気いっぱい送り出したいと

思います。 


