
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
梅の花が次々と咲き始めて、日差しの中にも春

の息吹を感じられる今日この頃です。学校では進

級、そして卒業に向けて一年間のまとめの時期と

なりました。昨年４月以降、保護者や地域の皆様

のご協力のお蔭様を持ちまして、本年度の教育課

程を無事に終了できそうです。現在考えている来

年度の構想を少々お知らせいたします。 

☆「思いやり」を育てる教育を推進 

 複雑化した現代社会の影響を受けて、ちょっと

したボタンの掛け違いから児童が人間関係を悩む

ことが多くなっています。「道徳授業」を更に充

実させて相手や仲間の気持ちを考えたり、気遣う

ことの大切さを学ばせたりする指導に力を入れて

参ります。また、いじめなどの発生を未然に防ぐ

ために生活指導の充実や校内体制の改善を図って

参ります。 

☆３・４年生は外国語活動を年間11時間履修 

平成３２年度の次期学習指導要領では、５・６ 

年生が英語を週２時間、３・４年生は外国語活動

を週１時間履修することになります。東京都では

これを平成３０年度から前倒しして実施します。 

そこで、来年の３・４年生が急に英語を教科とし

て学ぶ前に、英語学習に慣れておく必要がありま

す。３・４年生は規定よりも多く授業時間を設定

することで、来年度は毎月１度、担任教師と外国

語指導員による外国語活動の授業を実施します。 

☆６年生の教室を「東側１階」に配置 

来年度の６年生のお子様が一時的に車椅子を使

用する可能性があります。万が一の災害時には自

力で校庭に出ることを想定しなければなりません。

そこで６年生児童の安全な避難を配慮して、平成

２９年度のみ、６年生の教室を東側１階、２年生

教室を２階、４年生教室を３階に配置いたします。 

校舎西側教室の配置は例年通りを予定しています。 

☆高学年は組体操に替わる演目を発表 

 新聞等の報道によりご存知の方も多いと思いま

すが、都立学校では大きな怪我が発生する確率の

高い「組体操」を行わない方針を打ち出しました。 

これを受けて調布市教育委員会でも運動会に「組

体操」を行わない指導を進めています。緑ヶ丘小

学校では、高学年の取組を今までの「高さを競う

組体操、タワーやピラミッド」に替えて、マスゲ

ームやダンスなどを取り入れた見応えのある演目

をご紹介できるよう準備を進めています。ご理解

ご協力をお願いいたします。 

☆１・２年生算数教室黒板の改善・冷房化 

１・２年生の算数教室は、黒板が固定式で児童

が背伸びをしたり踏み台に登ったりしなければ、

文字が書けませんでした。大変危険であることか

ら上下可動式黒板を導入することになりました。

同時に夏は大変暑い中で学習していたのですが、

早い時期に冷房化工事を進めます。 

また、図工室・理科室・家庭科室の冷房化工事

も順次推進して参ります。 

 児童全員が明るく楽しい緑ヶ丘小学校での生活

を満喫できるように、教職員一同気合を入れて教

育活動に専念いたします。来年度も保護者・地域

の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
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６年１組 
春が来る 別れの季節 悲しいが 未来に向かって 進んでいこう    （石原 みすゞ） 

友達と 思い出つくった ６年間 思い出つまった 卒業アルバム    （榎本 大） 

桜咲く この学校を 卒業だ さよならじゃなくて また会おう     （小黒 美伽） 

卒業は 大人に向けての 第一歩 悲しいけれど みんなとお別れ    （小野崎 瑠嘉） 

卒業だ もうすぐ別れ さびしいな でも友達は 変わらない人       （金子 颯馬） 

今までの ６年間の 思い出は 中学行っても ずっと忘れない   （叶 煜瑩） 

卒業式 体育館で 歌 うたい 桜の下で 別れ悲しい           （岸 あづき） 

三月の 別れて歩む 枝分かれ まるで桜の 枝分かれかな      （小林 秀真） 

全員で やり残さずに 卒業だ また会う日まで 元気でいよう   （坂本 梨乃） 

卒業だ 楽しい日々は もう終わり 中学でも 仲良くしよう     （シャリポフ ラファエル） 

あの春に 涙ながした 帰り道 時を重ねて 開く卒アル    （鈴木 陽雄） 

卒業し みんなと離れ 中学校 嬉しくもあり 悲しくもあり          （千田 倫） 

桜さき 制服を着て 歩いてる 入学式で はじめから            （田中 のぞみ） 

中学生 桜の花びら 空に舞う 私の気持ちも 空に舞う       （堤 彩也夏） 

緑小 これでお別れ ありがとう これからずっと 忘れはしない       （外山 孝太） 

桜咲き その木の下で さようなら だけどこれから 中学生         （西岡 日菜） 

つらくても 友と一緒に 立ち向かえ 固い絆が 笑顔に変える    （根本 茉和） 

卒業の 漢字二文字 ならべれば 出会いと別れが 君を待ってる    （野見山 涼乃） 

おめでとう 入学式を 思い出し 君の成長 感じて涙         （畠下 隼） 

桜ふり このクラスとも お別れだ 別れの友達 新たな友達        （羽立 健人） 

四月から 希望をもって 新学期 春になったら 卒業するよ        （平田 晃希） 

卒業だ いよいよおわかれ ありがとう 桜咲いたよ 中学生     （平松 麻彩） 

卒業だ もうすぐお別れ するけれど 永遠に明日は 僕らに訪れる    （深谷 泰生） 

卒業で 未来へはばたく 希望もち 新生活の 幕があく朝         （藤木 果南） 

今までの 心に残る 思い出を 卒業しても 忘れはしない         （藤木 巽凱） 

卒業だ 感謝の気持ち 伝えよう まだまだ続く 長い人生         （増澤 空斗） 

卒業は 少し悲しい ことだけど 中学校への 第一歩           （増渕 翔伍） 

思い出を 背中にのせて 走りだす 中学校への 第一歩         （松岡 乃愛） 

卒業後 どういう道を たどるのか 中学校が 心配である         （松永 一汰） 

卒業だ 六年間に 終わり告げ 新たな道を 進んで行くよ         （三原 陸） 

六年間 楽しい思い出 いっぱいだ 卒業の日が 近づいてくる      （三村 美月） 

もう少しで 卒業式が やってくる 最後の思い出 皆で作ろう       （山口 蒼空） 

春になり それぞれの道 進んでく 緑の友は ずっと忘れず        （山田 凌平） 

小学校 たくさん笑った 六年間 四月になったら あらたな気持ち    （鷲尾 つばさ） 

６ 年 生 特 集 号  

残りの登校日数が１～４年生は１６日、５、６年生は１７日となりました（３月１日現在）。

６年生にとっては、いよいよ小学校時代最後の１ヶ月です。卒業、そして新たな旅立ちを

間近にした６年生が、今の気持ちを短歌に表してみました。ご覧ください。 



６年２組 
卒業は やっぱり少し さびしいな でも中学校も がんばりたいな      （安食 貫志） 

小学校 楽しい思い出 ありがとう 中学校でも作りたい           （安齋 大吾） 

中学校 新生活が 始まるよ それでも少し さびしいかもしれない     （池田 優太） 

ありがとう 一緒に過ごした うれしさを 笑顔でバイバイ 思い出ずっと   （石川 海羽） 

六年間 ともにすごした 親しき友 絆忘れず 新たな自分へ        （榎本 浩雅） 

中学校 一番の楽しみ 部活動 勉強と両立 がんばるぞ！       （大井 花夏） 

この六年 友達できた 楽しすぎて 思い出たくさん ずっと忘れない    （籠野 心和） 

仲間たち 過ごした時間 最高の スマイルすべて ずっと宝物       （釜石 帆花） 

友達と 楽しくいられて よかったな 中学校でも 楽しみたい        （北折 成） 

六年間 楽しい日々を 過ごしたよ 中学校は どんなかな？       （小林 梨紗） 

新しい 中学校で 友達を たくさんつくって 楽しみたいな         （阪井 朋樹） 

友達が 少なくなって 悲しいな 友達つくって たくさん遊ぶ         (佐藤 柊宇) 

前までは 少し不安だったけど 今は中学 待ち遠しい           （末吉 希帆） 

色々な 場所にいても 六の二は 心はいつも ただ一つだよ       （須崎 正文） 

友達と 楽しく仲良く 遊んだね パンダ公園 あと児童館         （竹下 大翔） 

泣きながら 学校入った 一年生 卒業式は 笑顔で過ごす       （谷原 小晴） 

卒業 楽しみだけど さびしいな それでもやはり 待ち遠しいよ       （千葉 空大） 

小学校 クラスのみんなで 笑ったね 中学校で 頑張っていこう     （仲江川 晃弘） 

別々の 道へ進む 私たち けれど思いは たった一つ           （中岡 鈴菜） 

桜道 みんなが進む 未来への道 はなれていても 心は一つ      （長田 優佳） 

中学校 新生活を めいいっぱい 楽しみきって 過ごしてゆこう      （成尾 威風） 

六年間 楽しい思い出 ありがとう 消えることない みんなの笑顔    （野村 桃香） 

教室は 友との出会い 外遊び みんなが仲良し 協力だ         （平井 惇志） 

卒業で クラスの人と 別れると それもまた 思い出になって残る     （平石 港人） 

卒業で みんなとお別れ 嫌だけど 中学校でも 友達つくるぞ      （古澤 心） 

どんな日も 背中でほほ笑む ランドセル もうすぐお別れ 見上げる空  （前﨑 汐帆） 

人生の 次のステップ 中学校 新しい道へ 歩み始める         （向井 明音） 

今までの みんなでつくった 思い出は 卒業しても 忘れないはず    （矢野 日和梨） 

卒業式 今の仲間に ありがとう これからの友に 「どうぞヨロシク」    （山口 太一） 

たくさんの 思い出経験 ありがとう 過ごした日々は きっと宝物      （与儀 ほのか） 

夏の海 ボートではしゃいだ 思い出は これから先も 色あせない    （横山 優） 

六年間 楽しい思い出 ありがとう 次の一歩を ふみ出そう！      （吉池 智晴） 

卒業式 新たな生活 期待と寂しさ 遊んだ姿 思い返して        （渡邊 大輔） 

 

 
・卒業とともに仲間と別れるさびしさや悲しさ。 

・中学校生活への期待と不安。 

一人一人が「卒業」に対して様々な思いを抱いています。 

残りの小学校生活が充実したものになるよう、指導に努めてま

いります。 
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＊ ３ 月 の 生 活 目 標 ＊  

『協力して学校をきれいにしましょう 。』 
  １年間のまとめをする月になりました。６年生は卒業して中学校に進学し、１～５年生はそれぞれ

新しい学年に進級します。自分たちの使ってきた教室や校舎、用具等に感謝の気持ちをもち、すみず

みまできれいにし、進級・進学に向かって気持ちを引き締め、次に使う人のことを考える気持ちを育

んでいってほしいと思います。ご家庭でも新年度に向けて、身の回りの整理整頓を行って、新年度を

迎える準備をしましょう。 

２日（木） 社会科見学（5 年） 
保護者会（１・２年） 

３日（金） 保護者会（３・４年） 
６日（月） 委員会活動 
7 日（火） さわやかタイム 

ミドリンタイム   
８日（水） 6 年生を送る会、卒業を祝う会 

  ９日（木） 安全指導 
 １３日（月） クラブ活動 

   

１４日（火） さわやかタイム 
ミドリンタイム 

２０日（月） 春分の日 
２２日（水） 給食終 
       大掃除 
２３日（木） 修了式  

卒業式予行 
２４日（金） 卒業式     
２５日（土） 春季休業日始  

＊ 平 成 ２ ９ 年 度 の 主 な 行 事 予 定 ＊  

４月 ６日（木） 始業式、入学式 

１０日（月） 給食始（２年～６年）    

１１日（火） 保護者会（５，６年） 

１３日（木） 保護者会（３，４年）  

１４日（金） 保護者会（１，２年）     

１７日（月） 地域巡回、家庭訪問始 

２０日（木） 給食始（１年）                        
２１日（金） 遠足（５，６年）                         
２２日（土） 調布市防災教育の日 
       学校公開、引き渡し訓練    
２５日（火） 遠足（３，４年）       
２８日（金） 振替休業日       

５月 ２日（火） ＰＴＡ総会 
         セーフティ教室          

２７日（土） ミドリンピック（運動会）      
６日 ２日（金） 遠足（１，２年）       

１６日（金） 避難訓練（集団下校）     
２４日（土） 学校公開 

道徳授業地区公開講座 
    ２６日（月） 振替休業日 

７月１９日（水） 給食終 
２０日（木） 終業式          

７月２７日（木）～２９（土）岩井臨海学園(６年) 

８月２８日（月） 始業式 

２９日（火） 給食始 

１０月 ２日（月）～４日（水）八ヶ岳移動教室(５年) 
２１日（土） 学校公開 
２３日（月） 振替休業日                  

１１月１７日（金） ミドリンコンサート 
１８日（土） ミドリンコンサート 
２０日（月） 振替休業日  

１２月２２日（金） 給食終 
 ２５日（月） 終業式  

１月 ９日（火） 始業式   
   １０日（水） 給食始 

２７日（土） 学校公開 
２９日（月） 振替休業日 

３月２０日（火） 給食終 
２２日（木） 修了式 
２３日（金） 卒業式 

               

卒業式の日、西門は

開けません。 

 


