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日中、暖かく感じる日も多くなってきたこ
の頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。い

よいよ３月。今年度も残り少なくなってきま
した。まとめの学習、卒業、進級の準備など
子どもたちは最後までがんばっているところ
です。

小学校での給食も
もうすぐ終わり
よく味わって！
６年生
（８日お別れ給食）

さて、平成があと２ヶ月で終わりますが、
平成が始まった頃のことを思い出すと、とて
も不思議な気分さえします。
平成の初めごろ、携帯電話もありませんで

した。パソコンもまだ一般にはそれほど普及
しておらず、文書もワープロで作成していま
した。インターネットなど見ることもありま
せんでした。バブル経済が崩壊し、熱狂のと
きが過ぎ、不良債権が残りリストラが行なわ
れ、先行きに漠然とした不安がありました。
今思えば、経済成長がずっと続くものである
という幻想を抱きながら過ごしてきた昭和時
代後半からのつけが来たのかもしれません。

それでも、人々は踏ん張ってきました。今

でも課題は山積していますが、最悪の状態は

脱することができたのでしょうか。これから

の時代は、経済的視点だけでなく、今までに

ない価値観や発想の転換が人々に幸福をもた

らすために必要な気がします。みなさんはい

かがお考えでしょうか。

平成の中頃、十数年前、教頭（今の副校長）

だったころ、教員が病気で休みを取ることに

なり、４年生の担任の代わりをしました。授

業が終わってから、ようやく教頭の仕事を始

める日々は、結構タフネスが求められました。

そんなある日、朝、教室に行くと見たこと

のない一枚のポスターが貼ってありました。

「地球を大切に！家でも花を育てましょ

う！（生き物係）」とありました。

何だろうと思って係の子に聞いたところ、

国語で環境保全の題材を扱った教材で学習を

したことから関心をもち、いろいろ調べて係

で何ができるか考え、ポスターを描いてみん

なにも関心をもってもらうことにしたという

ことでした。特に、こちらから何も指示した

訳ではありません。

その子たちは、もちろん自分の家でも花の

種をまいたそうです。今どうしているのだろ

うか。ときどき思い出します。
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平成３０年度 ３月号

３月の行事予定

1 日(金 )６年生を送る会 保護者会（４年） 13 日(水 )ＰＴＡ総会
4 日(月 )卒業を祝う会 保護者会（５・６年） 20 日(水 )大掃除 給食最終日

5 日(火 )社会科見学（５年） 安全指導 21 日(木 )春分の日
6 日(水 )春風の集い（きこえとことばの教室） 22 日(金 )修了式 卒業式予行

7 日(木 )避難訓練 25 日(月 )卒業式
8 日(金 )お別れ給食 26 日(火 )春季休業日始



 

 

卒業する６年生に、中学校でがんばりたいことを

聞きました 

〈1組〉 

 

・自分が好きなことができる部活に入り、毎日楽しめ

るような中学校生活を送りたい。   

・先生などには敬語を使い、好きな理科の力をさらに

伸ばしていきたい。         

・中間テストで、全部いい点数がとれるようにがんば

り、友達関係をよくしたい。     

・新しい環境で友達をたくさん作り、文武両道の生活

が送れるようにしたい。       

・アイスホッケーに熱心に取り組み、勉強でもいい成

績をとり両立できるようにしたい。  

・物事をはっきり言ったりもっと自分の行動を早くし

たりして自信をもちたい。      

・サッカーチームを引っぱり都で一位に入り、東京で

有名なサッカー選手になりたい。   

・授業に真剣に取り組み、中学で習う新しい漢字を書

けるようにがんばりたい。       

・入りたい部活に入部して、部活で友達を作り、勉強

に遅れないようにたくさん自習したい。 

・自分に合う友達を作ったりサッカー部でレギュラー

をとったりしたい。         

・人の話をしっかり聞くために、メモやノートを 

 きちんととるようにしたい。    

・得意な分野の部活に入ったり苦手である英語を克服

して、得意科目にしたりしたい。   

・野球部に入り、大会で優勝したい。さらに、試合で

レギュラーになりたい。      

・新しい友達と向き合い、心に残るような中学での三

年間を送れるようにしたい。     

・バスケット部に入り、けがのないように練習を重ね

レギュラーになりたい。       

・新しい友達とうまく関係を築きながら部活などもが

んばっていきたい。         

・毎日、休まずに学校に通えるようにがんばっていき

たい。               

・自分が好きなことを探し、その好きなことに向かっ

てつき進んでいきたい。       

 

・勉強と部活、どちらも楽しみながら、中学校生活を

送っていこうと思う。        

・今まで通り、積極的に勉強したり授業で手を挙げた

りして、勉強と部活を両立させたい。  

・新しく知り合う人たちの中で、人間関係を築き、自

分の視野を広げられるようにしたい。  

・先輩や友達と仲良くし、文武両道で楽しい中学校生

活を送りたい。           

・友達づきあいに気をつけて、苦手な教科もがんばっ

ていきたい。            

・将来の夢をかなえられるように世界に通じる英語を

話せるようにする。I can do it！   

・勉強時間が長くなり部活も忙しくなるので、それに

見合った体力をつけたい。      

・自分に合った部活を見つけて、新しい仲間と共に、

最高の楽しさを味わいたい。     

・自分の入りたい部活に入り、好きなこと、特技を伸

場していきたい。          

・自分が楽しいと思える部活に入り、苦手な英語を書

いたり話したりできるようになる。  

・小学校より忘れ物を減らして、学習の準備をしっか

りできるようにがんばりたい。    

・自分のやりたい部活に入り、部活の中でも新しい友

達をつくって仲良くしたい。     

・数学で成績トップを取り、部活と両立して勉強もこ

なせるようにがんばりたい。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年生から 

～中学生になったら～ 



〈２組〉 

・勉強、部活、趣味、友達との関わりなどを楽しみ、

充実したアオハルを過ごしたい。    

・友達をたくさんつくってたのしい中学校生活をおく

りたい。              

・テストで全教科の合計点で４５０点以上をとってみ

んなに「くやしいです」といわせる。 

・学年の子と仲良くして成績をあげて大学すいせんが

あれば必ずとりたい。         

・バスケ部に入り、たくさん練習して大会で優勝した

いです。              

・勉強をやらされるのではなく自分の意志で進んでや

れるようにしたいです。       

・剣道部に入ってレギュラーとして試合に出て団体戦

で活躍したいです。         

・とりあえずふつうの学校生活を送りたい。たくさん

工作するぜ！！           

・山岳部に入り、山登りを楽しみながら、学校で多く

発表して勉強を豊かなものにしたい。  

・中学校の難しい勉強をしっかりと理解し、楽しい生

活を送りいきたい高校に進学したい。 

・勉強や部活、友達との関わりを大切にしていき、高

校に向けて成績を上げていきたい。  

・部活と勉強をがんばり部活では仲間と仲良くして勉

強では、テストでよい点を取る ZE！  

・卓球部に入ってすぐ同じ一年生の中で一番になって

都大会までいきたいです。      

・部活は卓球部に入ってとにかく強くなってみんなに

勝ちたいです。           

・新しい友達をたくさん作り、勉強と部活を「文武両

道」して、がんばりたい。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・卓球部に入り、一年の中で一番強くなって全国大会

に出場したいです。         

・新しく、たくさんの友達を作り、面白おかしく生き

ていきたいです。          

・勉強と運動を自分がついていけないくらいがんばり

たいです。             

・部活も勉強もどちらも良い成績を残せるように一生

懸命取り組みたい。          

・演劇部に入って三年生よりも二年生よりも凄い学校

一の役者になりたいです。      

・中学校生活で勉強を中心に頑張りたいです。苦手科

目が無くなるようにしていきたいです。 

・勉強も部活がんばり小学校のときよりも成績をあげ

ていきたいです。          

・周りにいる人に一緒にいると楽しいと言ってもらえ

るような人になる！         

・楽しく、しっかりと部活動に取り組んで、中学の勉

強もきちんとしていきたい。    

・部活と勉強どちらもがんばりたい。詳しく数学を理

解できるようにしたい。       

・部活は美術部に入り画力を上げたい。勉強では、授

業についていけるように頑張りたい。  

・勉強や部活動を積極的に取り組み、なにがあっても

あきらめずに明るく楽しみたいです。  

・ダンス部に入って、友達をたくさんつくって中学校

生活を明るくすごしたい。     

・やりたいことを見つけて、将来に活かせることをた

くさん学びたい。         

・誰とでも仲良くなって苦手をつくらず毎日が楽しく

なるような中学校生活をおくりたい。 

・勉強と部活を両立することです。中学校に入ると科

目が増えるので頑張ります。     

 

 

 



〈３組〉 

・苦手な教科の復習を忘れないように頑張りたい。正

しい知識を身に付けたい。      

・学習や部活に真剣に取り組み、友達と協力して全力

で物事にあたりたい。        

・テニス部に入り、ボールをしっかりと打てるように

なりたい。             

・僕は、部活や勉強を一生懸命頑張りたいです。 

      

・初対面の人とも仲良くしたい。勉強も部活も全力で

頑張りたい。            

・卓球部に入り、早く上達して卓球部の中で一番強く

なれるように練習したい。      

・算数が数学に変わるので、一生懸命勉強していきた

い。                

・友達をたくさんつくり、勉強もたくさんしてテスト

でよい点数をとれるようにしたい。  

・数学をがんばり、英語もあきらめない。友達とも協

力して仲良くする。         

・サッカー部で試合にたくさん出て、チームの力にな

りたいです。            

・剣道部に入って尊敬できる先輩を見つけ、うまくな

れるようにがんばりたい。      

・卓球部に入り、部活も勉強もがんばりたい。中学校

でも友達と楽しく過ごしたい。     

・たくさんの友達をつくって楽しく生活しながら、勉

強も欠かさずがんばりたい。     

・知らない人とも協力し、学習でも考えることを忘れ

ずにがんばりたい。         

・卓球部に入り、試合で負けることがないように、た

くさん練習したい。         

・数学になっても、計算が速くできるようにがんばり

たい。               

・みんなとより関わり合って、仲良く過ごしたい。部

活でも真剣にプレーしたい。     

・部活も勉強も集中して取り組み、新しく出会う人と

たくさん仲良くしたい。        

・勉強や部活に、自ら積極的に取り組んでいきたい。 

   

・英語が必修になるので、英単語をたくさん覚えて、

英語を完璧にしたい。        

・苦手な英語や数学の勉強をがんばっていきたいです。    

 

 

 

・興味をもったことを深め、今まで続けてきたヴァイ

オリンももっとがんばりたいです。  

・スポーツ系の部活に入って運動する習慣をつけて、

楽しい学校生活を送りたい。      

・自分の好きな部活に入り、真剣に取り組みたい。あ

いさつやお礼をしっかり言いたい。  

・授業で積極的に手を挙げられるように努力する。授

業の復習もしっかりと行う。     

・新しく始まる部活動に一生懸命取り組み、いろいろ

な人と関わっていきたい。      

・勉強をがんばりたい。学期ごとのテストでよい点数

をとり、結果を出せるようにしたい。 

・数学で苦手な分野をつくらないように復習し、学習

のペースに追いつけるようにする。  

・新しくできる友達とたくさんお話をして、仲良く楽

しく過ごしたいです。        

・授業の復習もしっかりと取り組み、部活も楽しく参

加する。２つの両立をがんばりたい。 

 

 

きこえとことばの教室の行事紹介 
～春風の集い～ 3月 6日（水） 

 

「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」「猛獣狩り」「フラフ

ープ送り」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。6 年生

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。 


