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心のエネルギー
校長
「子どもは、必要とされて初めて大人にな
る」という言葉があります。
「家族の一員とし
て必要とされている」
「学級の仲間として必要
とされている」というように、集団の中で個
としての存在が認められていること、そして、
その子ども自身が周りから認められているこ
とを実感していることが大切だと思います。
子どもは、必要とされるという他者からの信
頼感をもとにして、自らの生活をよりよいも
のにしていき、全てにわたって、意欲にあふ
れた行動をし、豊かな自己実現をする生き方
をしていくのだと思います。
では、どうされると、自分自身が必要とさ
れていると子どもは実感するのでしょうか。
それは、第一に、子どもが自分の言いたいこ
とや気持ちをよく聴いてもらった時です。子
どもは自分や自分自身の周りに起こった出来
事を人に話したがります。それをしっかりと
受け止め、聴いてあげることが大切です。聴
いてもらったことで安心し、気持ちの整理を
することができるのです。大人は、まず素晴
らしい聴き手にならなければいけません。
第二に、子どもが必要とされている場があ
ることです。家族の一員として子どもに役割
を果たす体験をさせることです。例えば、毎
日、新聞を取りに行く、食べ終わった食器を
片づけるなど、小さなことでも、子どもに自
分が必要であると感じさせることが大切です。
第三は、必要とされていると感じる言葉や
態度を表わすことです。
「そうしてもらってよ
かったよ」「そこまで考えてくれていたのか」
「頼りにしているよ」「さすが……だね」「待
ってるよ」など、本心から「うれしい気持ち」

梅津

典子

を言葉や態度で子どもに投げかけることが大
切です。このような言葉を投げかけるために
は、普段から子どもの行動をよく見て、子ど
もの話をよく聴き、子どもに「任せること」
をはっきりさせ、多少失敗してもじっと待っ
てあげることが大切です。
自分は『必要とされている』と思うことで、
“心のエネルギー”をもらい、さまざまなこ
とに挑戦し、試行錯誤しながら自分のやって
いることに自信を深め、やがて大人（周りの
人に必要とされる人）へと成長していくのだ
と考えています。
この一年間、ご理解ご協力ありがとうござ
いました。子どもたちの生き生きと輝く心身
の成長を願って、今後も努力してまいりたい
と思います。

・ぼくが６年間 で一番うれしか った ことは、ほ たる水路が 実行計画 にな っ たこと です。 そこから 、
地道に努力を 続け る大切さを学び ました。
会 田 慎太郎

・私は、移動教室で声をかけ 合うこと で自由な 時間を生 み出せることを 学びまし た。出し物の
練習は、笑い な がら楽しみな がら最高の思い 出をつ くることができまし た。
西野 はな

・５年生の時の、初めての移動教室が 一番の思い 出です。 部屋で友 達と話した ことや、山 登
りな ど、友達がい たからすべ て楽しかっ たです 。
浅沼 菜々海

・ぼくの６年間で一番の思い 出は、連 合運動会 です。一生懸 命やると楽しさが 味わえるとい う
ことを学びまし た。中学生 にな っ ても 忘れな い ようにし たい です。
野澤 薫

・ぼくの６年間で一番の思い 出は、弓 ヶ浜移動 教室です。と ても 楽しかっ たです。 みんな で協
力しな け れば、楽しさは味わえな かっ たと思い ます。
石川 祐万

・朝遊びのサッカーでは、みんな のプレーがすごかった です。楽しい 出来事が たくさんありま
した。朝遊びボランティ アの人に 感謝したい です 。
平井 慈恩

・ぼくの思い 出は、友達と過ごし たこと です。友達と楽しん だり、何かを乗り越え たりしたことが 、
すごく自信につ な がりました 。
泉 陽色

・ぼくの６年間の思い 出は、様々な 場面で成 長を感じた ことです。音 楽会や学芸 会な どの大
きな 行事で、全員 でつ くり上げた感動はすばらしい も のでし た。
廣居 龍

・私の６年間で一番の思い 出は、弓ヶ 浜移動教室 です。２泊３日を 友達と過ごし たこと で、あら
ためて友達の大 切さを知る ことができ たからです。
市田 さち

・ぼくが小学校生活 で一番心 に残っ てい ることは、組体 操です。 そこから、 あきらめな い ことの
大切さを学びまし た。
藤居 翔 大

・井荻小学校での思い 出は、６年生が 行う清掃活動です。 友達と、タ バコを５０本以上 拾っ た
日が一番心に 残っ てい ます。次の６年生 にも がんばってほしい です。
上村 啓人

・ぼくは、弓ヶ浜移動 教室が一番の思い 出 です。友達と３日間 過ごした こと 、特 に部屋 での自
由時間が楽しかっ たです。
牧瀬 直 翔

・ぼくは、清掃活動 に行くのを、最初はしぶっ てい まし た。しかし、や ってみると おも しろかった
です。この経験から、 やっ てみな け れば分からな い ということを学びまし た。 内田 耀太

・一番心に残っ てい ることは、連合 運動会の長縄 です。最初は全然 とべません でしたが 、アド
バイス をも らってとべ ました。 本番は 、自分の中 で最高記 録だと思い ま した。 増田 央輔

・ぼくは組体操で、団 結することの大切 さを学びまし た。練習 ではピラミ ッドが失敗することも
多かったけ ど、本番 で成功し ました。 この学びを生かし てい きたい です。
椛山 勇陽

・私は、小学校生活の中で 弓ヶ浜移 動教室が一番 印象に 残っ てい ます。特に その中 でも 、下
田散策やバス レク な どが楽しかったです。
室 谷 彩佑未

・私は、運動会の組体操で 多くのことを学びまし た。特 に、努力することの 大切さと、友 達の
大切さを感じまし た。中学 でも この２つ を大切にし たい です。
児玉 新 子

・私の一番の思い 出は組体操です。みんな で 力を合わせ て一つ の も のをつくるのは、とても
すごい ことだと思い ます。力を合 わせることを、ず っと大切 にしたい です。
矢木 結

･清掃活動で、 自分から行動すると 楽しい とい うことが分かりました。地域をきれい にするの
は、とても 楽しかった です。
小 林 大悟

・私は組体操で、一生け ん命やる ことで誰か を喜ばせたり、自分の 自信につ な げたりすること
ができると学びまし た。何事 にも 自分の全力 で取り組んでい きたい です。
矢萩 ふくら

・この６年間で一番心 に残っ たのは、６年の運動 会です。特 に、組体 操のピラミ ッドでは、協力
することや、最後ま であき らめな い ことの大切さを学びまし た。
斉井 航太朗

・６年間で一番心 に残っ たことは、組 体操です。組 体操では、 全員で 協力してピラミ ッドや肩
車が立ちました 。そこか ら、協力すれば何 でも できるとい うことを学びまし た。 山 岸 大輝

・井荻小の６年間は、友達との学校生 活が楽しかっ たので、 中学ではも っと たくさん友達をつ
くってい きたい です。
品川 湧 登

・ぼくは、連合音楽会の曲、 エルク ンバン チェロで、難しい リコーダーの指使い を克服し、曲を
完成させまし た。この思い 出は、中 学に行 っても 忘れ ません。
李 光帆

・私は、５年生の運動会で初め ての騎馬戦の上 にのりました 。最初はよろけ て全然のれな か
ったけ ど、練習し てうまくのれるようにな ってうれしかっ たです。
ｼﾞｮｴﾙ ｲ ﾙﾐ

・小学校での一番の思い 出は、６年 での組体操 です。一人一人 が協力し、自分か ら本気 で動
い たから、本番で 感動するも のができまし た。
渡邉 明 吉

・私の一番の思い 出は組体操です。理由は 、学年全員 で協力し てピラミ ッドを完成させる こと
ができ、協力すること やあきらめな い ことの大切さを 学べたか らです。
所澤 花歩

学び多き、弓ヶ浜 移動教室

・私の６年間で一番の思い 出は、富士学 園移動教室 です。な ぜな ら、声をかけ 合っ て山を登
ったときの達成 感が心に 残っ てい るからです。
鈴井 風 音
・６年間で一番の思い 出は、組体操 です。最後のピラミ ッドはみんな で声をかけ 合ったの でで
きたし、ぼくが苦手な 肩車も できまし た。あき らめな い ことの大切さを学びま した。中 尾 友哉

有志で清掃活 動！

・ぼくが６年間で一番 楽しかっ たのは、富士学園 移動教室 です。お互い に励まし 合って 山 に
登った あと、みんな で食 べたア イス は最高でし た。
阿 部 直太朗
・私の一番の思い 出は、弓ヶ浜移動教 室で友 達と部屋 で遊んだ時の ことです。６年 生にな っ
てさら に仲が深ま ってい て楽しかっ たです。
飯村 胡春
・私の一番の思い 出は、６年間で最後の社 会科見学 です。普段は入れな い 国会議 事堂や最
高裁判所に 入れて、 社会の学習とつ な がったの で面白か ったか らです。
稲冨 妙 子
・ぼくの６年間で一番の思い 出は、運 動会での組 体操です。 組体操のピラミ ッドやタワーでみ
んな と協力できたこ とが一番心 に残っ てい ます。
岩本 堅
・ぼくが６年間で一番 思い 出に残 ってい ることは、弓 ヶ浜移動 教室です。 友達と一緒 に過ごし
協力しな がら生活した ことで、友 達の大切さを 学ぶことが できまし た。
上原 大
・ぼくが６年間で楽しか った ことは、弓ヶ浜 移動教室のサンドス キーです。 最初は、びっくりす
るほどスピードが出て、ブレーキが全然 できな くて怖かっ たけ ど、そのス リルが楽しかっ たで
す。
榎 竜之介

・ぼくが一番心に 残っ たことは、連合運 動会の長縄 です。毎日朝 や中休み、昼 休み、放課後
の練習に欠かさず 出て、ほとんど引 っかからな くな ってい たけ ど、本番 でけ がをしてし まい 出
られな かったことが 悔しかっ たです。
田中 寛 輝
・ぼくの６年間での一番の思い 出は、弓 ヶ浜移動 教室です。とくに 班の中で 協力して、 サンド
アートをつくり上げることができたときは、と ても うれしかった です。
冨田 孟志
・私が一番心に残 ってい るのは、４年生の運動 会です 。一 生懸命練習し たら、リレーで一番 に
バトンを渡すことができ ました 。その時の達成 感は今でも 忘れら れません。 長尾 美佑
・私が６年間で一番楽しか った ことは、移動教室 で生活 班のみんな と自由に遊ん だこと です。
思い っきり遊んだので、と ても 楽しく「また行きたい ！」と何度も 思い まし た。 中原 花
・ぼくが一番心に 残っ た思い 出は、弓ヶ浜 移動教室 です。みんな でい っしょ に朝ご飯 を食べ
たり、部屋で過ごし たり 、普段は経験 できな い ことができ て楽しかっ たから です。
長谷川 颯
・ぼくの６年間での一番の思い 出は、弓 ヶ浜移動 教室の磯観察 です。「そこ にカニがい る」な
どと言い な がら一緒に活動し た友達がい まし た。友達の大 切さを学ぶ ことができ ました。
濱本 新

・私の６年間の思い 出は最後の組体操です。 特にピラミ ッドで、い やだな と思っ てつ らい こと
から逃げるのではな く、挑戦してみることの大 切さを学び ました。
大竹 璃 子
・ぼくの６年間の思い 出は、弓ヶ浜移 動教室です。 友達と協力し て磯観察な どをし たり 、宿舎
での生活を共 にして、 普段は学べな い ことが学べ てうれしかった です。
広瀬 良平
・ぼくは６年間をふり返って みると、１年生の時 に初めて サッカーの試合に出 て点を決め たと
きのことが思い 出に残 ってい ます。 あの時の感動は、生 まれてか ら１２年間で 一番うれしかっ
た思い 出です。
兼 俊 昂希
・ぼくの小学校生活 で、最も 印象に 残っ てい る出来事は組体操 です。リハーサルま で成功 で
きな かったピラミ ッドが本番成功し てとても うれしかっ たです。 あきらめな い ことの大切さを知
りました。
川 﨑 泰生
・最高学年の６年生として、 また１年 生のお手本と して楽しく一年間を 過ごせ たと思い ます。
中学生にな っ ても 楽しんで勉強 に励み たい と思い ます。
小林 美 沙希
・私が６年間で学んだ ことは、「命の大切さ」です。飼 育委員会 でミ ルク とココアが亡くな ったこ
とはとても つ らかったけ れど、だか らこそ 今を大切 にすることに 気が付くことができ ました 。中
学にも この気持ちをも ってい き たい です。
宿野部 さら
・ぼくが小学校生活 で一番心 に残っ てい ることは、ドイツの 小学校に 通っ たこと です。そこ で、
たとえ長い 時間離 れてい ても 「友情」があれば、 友達とい つ でも つな がってい られる とい うこと
を学びました。
杉山 恵 亮
・ぼくがこの６年間で一 番思い 出に残 ってい ることは移 動教室 です。きまりや時間を守 って 行
動しな い と他の時間が使えな くな ってしまうとい うのが心に残りました。
鈴 木 宏和
・私の６年間の一番の思い 出は、移動教室 で友達と仲良くし て、協力することの大 切さを班活
動の時に学ん だことです 。このことを、中 学校生活 でも 生かしてい きたい です 。 早田 杏 仁
・ぼくがこの６年間で一 番心に 残っ た出来事は、富 士学園移動 教室です。初め てで とても 不
安でしたが、 仲間と過ごしな がら成 長した３日間はと ても 楽しかっ たです。
立花 遼 馬

・ぼくは５年生の時にバス ケ 部に 入部しまし た。最初はラン ニング の声出しができな か ったけ
ど、練習を積み大きな 声が出せる ようにな りました。これか らも 続け て上手くな りたい です。
福村 正樹
・ぼくの６年間の思い 出は、サッカーの合宿です。合 宿では チームメイトとご飯を食 べたり、一
日中練習したりして 、すごく充実した二 泊三日で した。
松尾 伍
・ぼくが一番心に 残っ たことは、弓ヶ 浜移動教室 です。みんな で やっ たすな リンピック で、み
んな 汗をかきな がら楽しんでい て、ぼくも 楽しくな りました。仲間がい るから こそ楽しい んだな
と思い ました。
三 浦 颯太
・私が一番思い 出に残っ てい るのは、弓ヶ浜 移動教室 です。い ろいろとみんな で協力し て取
り組み、成し遂げたことがと ても 楽しかっ たです。
宮﨑 菫子
・ぼくが一番心に 残っ たことは、富士学 園移動教室 です。理由は、 自由時間な どで みんな と
い っぱい 遊べたからです。
村山 竜規
・ぼくは弓ヶ浜移動教 室での磯 観察で、 生き物を大切 にしな け ればな らな い ことを学びました 。
この体験を忘れず に、これからの 生活でも 意識し てい きたい です。
山 本 健太
・私が６年間で一番心 に残 ってい ることは、 組体操のピラミ ッドです。この活動 で 学んだこ とは、
友達の大切さ、真剣 にやる ことの大切さ です。中学校 でも 大切にし たい です。
渡 邊 みゆう

３月の生活目標
「感謝の気持ちを伝えよう」
１

火

保護者会（５・６年）

２

水

６年生を送る会

３

木

保護者会（１・２年）

４

金

保護者会（３・４年）

５

土

お箏

６

日

７

月

８

火

９

水

お話会

10

木

感謝の会

11

金

避難訓練

12

土

善福寺川の活動引き継ぎ式

13

日

14

月

15

火

Ｂ時程

16

水

ふれあいタイム

17

木

音楽朝会

18

金

19

土

20

日

春分の日

21

月

振替休日

22

火

23

水

給食終・大掃除・卒業式前日準備

24

木

修了式・卒業式予行

25

金

卒業式

26

土

春季休業日始

27

日

28

月

29

火

30

水

31

木

ふれあいタイム

いけばな教室

荻中授業体験（５年）
ふれあいタイム
お話会

いおぎ丸全体会

木星を観る会 ＰＴＡ総会

生活指導部
拓郎
３学期最後の月である３月は、１年間の総まとめ
の月です。この１年間お世話になった教室、机・椅
子、自分の持ち物に感謝の気持ちをもって、きれい
にしてから次に引き継いでほしいと思います。同時
に、お世話になった方々にもきちんと感謝の気持ち
を伝えられるといいですね。感謝の気持ちを伝える
言葉に、「ありがとう」があります。
心ここにあらずで
ただ口だけ動かすありがとう
ただ筆だけ滑るありがとう
心得顔のありがとう
心の底からこんこんと
泉のように湧き出して
言葉にするのももどかしく
静かに溢れるありがとう
気持ちの深度はさまざまだが
ありがとうの一言に
ひとりひとりの心すら超えて
世界の微笑がひそんでいる
谷川俊太郎

来年度４月初めの予定
４月６日（水）始業式・入学式

「ありがとうの深度」より…抜粋

今月の目標は、
「感謝の気持ちを伝えよう」です。
みなさんはどんな「ありがとう」を伝えますか？今
年度を振り返り、気持ちのこもったありがとうを伝
えられるといいですね。

４月７日（木）大掃除
４月８日（金）給食開始

６年生を送る会

今年度も３月２日に、全校児童による『６年生を送る

受賞おめでとうございます！！
６年

中尾

会』が行われます。これまで学校全体をひっぱってくれ

友哉さん

第５９回 全国学芸サイエンスコンクール
社会科自由研究部門
６年

富田

特活部

入選

た６年生のために、一緒に楽しめるゲームの準備をし、
合唱・合奏の練習を重ねてきました。また、6 年生の姿
を思い描きながら考えた呼びかけの言葉を、プレゼント

孟志さん

杉並子どもサイエンス・グランプリ 教育長賞

として贈ります。当日の装飾も、学年ごとに分担して準

３年

晴蒔さん

備をしています。これらの企画・運営を中心となって進

杉並子どもサイエンス・グランプリ

めるのは５年生です。送る会は、児童会の引き継ぎの会

熊

教育センター所長賞
６年生が清掃活動で区の青少年善行賞を受賞し
ました。

でもあるのです。どの学年にとっても、心に残る会にな
ることを願っています。

