
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

～史上初、ブラックホール撮影成功の報に思う～ 
  「日本人が明日への希望を咲かせる国でありますように」という意味が込められた新元号「令和」がいよいよ5

月1日午前0時より施行されます。外務省は、新元号「令和」について英語で説明する際、「Beautiful Harmony＝

美しい調和」と表現するよう周知したそうです。 

さて、そんな未来への明るい予感が日本中を包んでいた4月10日、宇宙の彼方に実在した巨大ブラックホール

の姿を初めてとらえた画像が新聞等で報道されました。約百年前にアインシュタインが予言したブラックホール

の存在が写真で証明されたことも驚きですが、この撮影を行った国際協力プロジェクトが素晴らしいのです。 

我々がよく知っている望遠鏡は、レンズ（鏡）の口径が大きいほど性能がよくなり、遠くの星を見ることがで

きます。今回活躍した電波望遠鏡は、別の地点のいくつかの望遠鏡のデータをつなぐことで、その性能を向上さ

せることができる特性をもっています。今回のプロジェクトでは、世界に散らばる8箇所の望遠鏡のデータを、

一億分の一秒以下の精度で組み合わせたことで、地球の直径に近いサイズの望遠鏡で見たような解像度を実現さ

せたのです。人間の視力に直すとなんと300万！東京から、ハワイにいる人の指先にごま粒がのっているかどう

かが分かるくらいといいますから、驚きです。 

日本の代表を務めた国立天文台の本間希樹（まれき）教授によると、国際協力が欠かせない200人規模のこの

プロジェクト、それぞれの国や考え、関心が違うので、たとえば宇宙のどのあたりに望遠鏡を向けるかで意見が

割れるなど、苦労が多かったそうです。科学者というと一人で黙々と実験室にこもるようなイメージがあります

が、今回の取組を見ていると、大勢の仲間が共通の言語（英語）を駆使し、互いにコミュニケーションを取りな

がら、チーム一丸となって問題の解決に取り組む様子が浮かんできます。こういった手法は、今や科学者だけに

限った話ではなくなってきています。今の子供たちが大人になったときの姿、今教育界で話題になっている「グ

ローバル化」や、「主体的、対話的で深い学び」が目指す姿なのかもしれません。 

今や人間の知は広範囲に複雑化し、みんなが互いに協力し合ってなされる集合知なのである…。孤高の天才が

一人でできることなどほとんどない…。そんな時代が来るとなると、教育も、個人の理解力を上げるばかりでな

く、自分は何を知らないかを知り、どこに知識があるかを探る方法を知り、課題を解決するために他者と協力し

あう術を知ることに重点を置くべし、となります。ある東京大学教授の先生が講演で、友達と対話しながら探究

する力や、異なる意見と折り合いを付ける力なども広い意味での学力と捉えてもよいのではないか、という趣旨

のお話をされていたのを思い出します。自分の考えをしっかりともち、多様な他者を理解し、Beautiful Harmony

＝美しい調和を大切にする生き方が、変化の激しい21世紀を生き抜く子供たちへのヒントとなるのではと思いま

す。 
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▲M87ブラックホール。強い引力で後ろ側

のたくさんの星の光がねじまげられ、ドー

ナツ状に見える。（EHT Collaboration） 

▲世界各地の
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転出された先生方から離任のご挨拶をいただきました。 

 小嶺 大進 校長先生         新藤 直美 副校長先生 

 

 

 

 

 

 

 

横堀 みずき 先生           小黒 靖子 先生 

 

 

 

 

 

 

岡本 みどり 先生           麻生 江里子 先生 

  

 

 

 

 

 

 

笛吹 幸恵 先生             五十畑 昌子 先生 

 

 

 

 

 

青木 早苗 先生             菅野 真理 先生 

 

 

 

 

 

 芳賀 文子 先生 

 

 

初めて緑ヶ丘小学校を訪れた日のことを今でも鮮明に覚

えています。保護者、地域の皆様に支えられ、私にとって一

日一日が金の思い出です。本当にありがとうございました。

「人の痛みが分かる子供」に育ってほしい、緑ヶ丘小学校に

通えて良かったと心から子供たちが思える学校にしたいと

努力を続けてきました。これからは緑ヶ丘小学校の応援団と

して頑張ります。 

 緑ヶ丘小学校に副校長として昇任し、５年間お世話にな

りました。元気いっぱいで明るく素直な子供たち、やる気

に満ちた教職員、そしていつも学校のことを温かく応援し

てくださった保護者・地域の皆様。とても素敵な学校に勤

務できて幸せな５年間でした。本当にありがとうございま

した。現在は世田谷区に勤務ですが、住まいは調布市です。

またいつかお目にかかれたら幸いです。 

 １1年間という長い間お世話になりました。その中でも 1

番の思い出は２回の展覧会です。どちらも緑ヶ丘小学校の皆

さんが頑張って作成した作品で体育館を埋め尽くし、たくさ

んの方にご協力していただき、来ていただいたことは忘れら

れません。令和元年となる今年度も展覧会。参観させていた

だくのを楽しみにしています。本当に長い間お世話になり、

ありがとうございました。 

 教師になって初めて配属されたのが緑ヶ丘小学校でし

た。振り返ればあっという間の７年間です。保護者や地域

の皆さんに見守られ、素直で元気いっぱいの子供たちと過

ごせた幸せをしみじみと感じています。本当にお世話にな

りました。緑ヶ丘小学校で学ぶ子供たちと、巣立っていっ

た子供たちの成長を遠くから応援しています。 

 緑ヶ丘小学校では２年間お世話になりました。先生方に

は勿論のこと、保護者の皆様や地域の方々にもたくさん助

けて頂き、心から感謝しております。これからも緑ヶ丘の

子供たちが健やかに育っていくことを願っております。本

当にありがとうございました。 

私は、６年生とは音楽を、５年生とは算数を、４年生とは理科と算数を、３年生とは国語を学習しました。私と勉強するのは短い

時間でしたが、多くの思い出ができました。ありがとうございました。これからもしっかり食べて、しっかり寝て、元気に学校に来

てください。学校で学び、たくさんの経験をする中で、考えたり感じたりしながら成長してください。みなさんのこれからを応援し

ています。 

 今年度、シンガポール日本人学校に４月から勤務をして

います。英語、マレー語、中国語、日本語が行き交う環境

ですが、言語が様々でも、挨拶の大切さを感じています。

緑ヶ丘小学校は、温かい雰囲気の学校だったなあと、懐か

しく思い出しています。お世話になりました地域の方々、

保護者の方々、温かい声かけ、本当にありがとうございま

した。 

 

 一年間という短い間ではございましたが、大変お世話に

なりました。明るく、元気な子供たちと出会い、充実した

毎日を過ごすことができました。そして、緑ヶ丘小学校の

地域が、大好きになりました。保護者の皆様、地域の皆様

に温かく支えていただきながら、たくさんのことを学ばせ

ていただきました。本当にありがとうございました。 

緑ヶ丘小学校での 11年間、本当にお世話になりました。毎

日が楽しく充実しており、あっという間の日々でした。子供

たちからたくさんの大切なものを学ばせてもらい、私自身成

長することができました。緑ヶ丘でいただいた宝物を無駄に

しないよう、次の学校での子供たちの指導に生かしていきた

いと考えています。ありがとうございました。 

緑ヶ丘小学校に一緒に入学した１年生とこの３月に卒業

し、稲城市の中学校に行くこととなりました。目にまぶしい

若葉に包まれた木々を見ると、緑ヶ丘小学校で皆様と心豊か

に過ごした日々がよみがえります。多くの人が来てくれまし

た。心より、お礼申し上げます。ありがとうございました。 

スクールカウンセラーとして２年間、緑ヶ丘小学校の児童

の皆さんに関わらせていただきました。明るく素直で個性豊

かな子供達ばかりで、心の教室でたくさんお話をし、にぎや

かに過ごしたことが良い思い出になりました。ありがとうご

ざいました。 



着任された先生方からご挨拶をいただきました。 

鳥居 圭 校長先生          安倍 威 副校長先生 

                    

  

吉田 知美 先生           武田 英子 先生 

           

 

  

 鈴木 直己 先生           谷部 莉奈  先生 

 

 

隈元 将成 先生           鈴木 麻由美 先生  

 

 

仁平 まさ子 先生           一戸 沙織 先生   

 

 

 

近藤 幸子 先生 

 

 

 

 渋谷区より転任いたしました。挨拶が素敵で

明るく元気な緑ヶ丘小学校の子供たちと出会

えたこと、とても嬉しく思っています。笑顔で

楽しく過ごせるように、全力を尽くしてまいり

ます。よろしくお願いいたします。 

図工の学習を通して、子供たちが“うれしい！

楽しい！またやってみたい！”と感じてもらえ

るように努力してまいります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 歴代校長が築いてくださった本校のよき伝

統・校風を受け継ぎながら、さらに魅力ある学

校づくりへ全力で取り組んでまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

この度、市内の多摩川小学校より転任しまし

た、副校長の安倍 威（あべ たけし）です。

生まれも育ちも調布市内です。緑豊かでとても

環境の良い地域に赴任でき幸せに思います。 

 算数の学習では、答えを出すだけでなく、友

達と話し合ったり、考え方を説明したりしま

す。みんなで楽しみながら取り組める算数の学

習を進めていきます。よろしくお願いします。 

 はじめまして。明るく元気な子供たちと過ご

せることがとてもうれしいです。子供たちがの

びのびと楽しく過ごせるように、精一杯頑張っ

ていきます。 

 ミドリン教室の担当になりました。子供た

ちがより楽しく学校生活を送ることができる

よう、元気な挨拶と笑顔を大切にしていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

新規採用で着任しました。気持ちのよいあいさ

つをしてくれる子供たちに元気をもらっていま

す。そんなすてきな子供たちの学びを支えていけ

るように頑張ります。よろしくお願いします。 

飛田給小学校から異動して参りました。 

元気で笑顔いっぱいの緑ヶ丘小学校の皆様と

一緒に頑張っていけたらと思っております。 

教職員をはじめ、保護者や地域の皆様、よろ

しくお願いいたします。 

月曜日に心の教室を担当します。児童のみな

さんが元気いっぱい遊び、真剣に勉強に取り組

んでいる姿を見て、私も頑張ろうという気持ち

になりました。よろしくお願いします。 

子供たちが充実した学校生活を送れるよう、

先生方と一緒にサポートさせていただきたいと

思っています。金曜日に勤務しておりますので、

気軽に声をかけてもらえると嬉しいです。よろ

しくお願い致します。 
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日 曜日 行事予定  （ ）は該当学年です。 

１ 水 即位の礼 

２ 木 祭日 

３ 金 憲法記念日 

４ 土 みどりの日 

５ 日 こどもの日 

６ 月 振替休日 

７ 火 安全指導、地域巡り（３） 

８ 水  

９ 木 避難訓練、起震車体験(４)、 PTA 総会 

内科検診(１・２)、５時間授業（全） 

１０ 金 心臓検診(１) 

１１ 土  

１２ 日  

１３ 月 委員会活動、教育実習始 

１４ 火 運動会係活動（５・６）⑥ 

図書館見学(３)、尿検査(１次) 

１５ 水 尿検査(１次予備) 

１６ 木 耳鼻科検診(全)、運動会児童係活動(放) 

１７ 金 全校練習１① 

１８ 土  

１９ 日  

２０ 月 全校練習２①、運動会係活動（５・６）⑥ 

２１ 火 全校練習３①、運動会係活動(放) 

２２ 水 歯科検診(６) 

２３ 木  

２４ 金 運動会前日準備（５・６） 

４時間授業（１～４） 

２５ 土 ミドリンピック(運動会) 

２６ 日  

２７ 月 振替休業日 

２８ 火 さわやかタイム（１・６）、ミドリンタイム  

２９ 水 歯科検診(１～５) 

３０ 木 さわやかタイム（１・６）、地域巡り（３） 

尿検査２次 

３１ 金 たてわり班活動① 

１年生を迎える会 

各相談窓口のご紹介 

 

１年生を迎える会 

４月１７日(水)に 1年生を迎える会を行いました。２年

生が手作りのあさがおの種をプレゼントしました。ま

た、６年生は１年生の手を引いて入場し、５年生は劇で

学校紹介をしました。1年生は 6年生に教えてもらった

校歌を一緒に歌い、そして、「ゴーゴー１年」を全学年

の前で発表しました。大きな歌声が体育館に響いていま

した。 

 

 

○「いじめ相談窓口」 

（担当教員）森山・山口・宇田 

○「セクシャルハラスメント相談窓口」  

（担当教員）佐藤・笹川 

○「不登校相談窓口」 

（担当教員）沖野・山口 

○「特別支援教育相談窓口」 

 （特別支援教育コーディネーター）山口・宇田・西川 

☆各担当がおりますが、校長・副校長、その他の教員や

スクールカウンセラーにも遠慮なくご相談ください。 

 

５月行事予定 

『元気よくあいさつをしよう(言葉づかいに気をつけよう)』 
廊下や校庭を歩いていると気持ちよくあいさつをしてくれる子がいます。反面、自分ではしている

つもりでもあいさつが聞こえてこない子もいます。あいさつは、自分から発信するコミュニケーシ

ョンの手段のひとつです。学校では校内だけではなく、地域でも相手を見て明るく元気なあいさつ

ができる子に育てていきます。ご家庭でも、普段から気持ちのよいあいさつを心がけていただけれ

ばと思います。 

＊５月の生活目標＊ 


