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生活指導委員会 

上を向いて明るい虹を見つけよう 

       校長  坂本 智子    

３ 月 号 
No.５８１   

URL  http://www.suginami-school.ed.jp/takaidohigashisyou/ TEL 03-3304-5711 

学校だより 

 

３月の目標   

☆１年間のまとめをしよう        (生活指導目標) 

☆春休みの過ごし方を考えよう        (安全目標）    生活指導委員会 

         
今年度も残すところあと１か月となりました。

３学期のまとめ、また１年間の締めくくりとして、

これまでの生活や学習を振り返る機会をご家庭で

ももっていただけたらと思います。新型コロナウ

ィルス感染症に関する状況は、これからも予断を

許せません。手洗いやマスクの着用、三密を避ける

など、引き続きご家庭でもよろしくお願いします。 

今年度もご家庭や地域の皆様には、安全、防犯

など様々な場面でご協力をいただき、ありがとう

ございました。来年度も子供たちの安全、安心を

守るために学校と家庭との連携が必要となりま

す。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

昨年の２月２７日に休校要請があり、１年後の現在

もまだコロナ禍は収束していません。おそるべき感染

力です。しかし、保護者や地域の皆様のご協力により、

学校再開後は、子供たちが毎日元気に登校できました。

振り返ると、この１年間は、できなくなったことがたく

さんありましたが、よい意味での変化もたくさんあり

ました。 

・命を守ること、健康への認識の高まり 

・ICT機器活用力の向上 

・個別最適化学習への意識の向上 

・創意工夫する力の向上 

・自律心の高まり 

・家族、友達、人との繋がりの大切さへの気付き 

・学校がある日常のありがたさへの気付き 

・仲間と築き合うことへの喜びの実感、助け合い 

・弱音を吐くこと、本音を言えたこと、自分の気持ちに

正直になったこと 

・人の気持ちを想像し思いやることの広がり 

・経験や体験の重要性への気付き 

・感謝の思いの強まり、高まり 

・文句を言うだけではない、代案の提案 

・いつかは終わると希望を持ち続けること 

・できるときは思い切り楽しむこと 

・無理しすぎず、固執せず、柔軟性ある対応 

・重要度を順位付けし、ぶれない対応 

２・３ページの子供たちの言葉にも現れています。 

２月１５日に大きな虹が架かりました。ご覧になっ

た方もいらしたことでしょう。 

“You’ll never find a rainbow if you’re looking down.” 

これは、映画の喜劇王チャップリンの言葉です。直訳す

ると「下を向いていたら虹は見つけられないよ」、意訳

すると「上を向いて明るい虹を見つけよう」と言い換え

られます。 

お子さんにとってもたくさんの変化があり、その中

にはきっとよい変化もあったことと思います。変化は

成長でもあります。身長が伸び、体重が増え、体が成長

したように、きっと心も成長しています。伸び悩みも成

長の一部です。ずっと右肩上がりの人など存在しない

のですから。ぜひ、自分の中に明るい虹を見つけ、来年

という大空に「えいっ」と虹を架けてもらいたいです。 

 図工作品展示を開催中です。６年生を明るい未来に

送り出す願いをもち、各学年で共同作品を創り上げま

した。保護者鑑賞日は保護者会時のみ、校舎１階廊下の

みという限定開催ですが、子供たちを明るい未来へ押

し出す気持ちを鑑賞しながら吹き込んでくださるとあ

りがたいです。 

最後になりますが、今年度の本校の教育活動に多大

のご理解とご協力をいただきましたことに感謝申し上

げます。誠にありがとうございました。 

 

 

令和３年２月２６日 



 

 

 

 

 

１－１       

 入学したころ、緊張していたのであまり友達を作れませ

んでした。とても寂しかったです。でも、話し掛けたら友

達ができて、とても嬉しくなりました。これからもたくさ

ん友達を作りたいです。 

１－２       

 私が頑張ったことは、漢字の練習です。時間を掛けて、

丁寧に書いています。はなまるをもらえると嬉しいです。

２年生では、もっときれいに書けるようになりたいです。 

１－３       

 人の気持ちを考えて行動できるようになりました。「何

をしたら喜んでくれるかな。」と考えて行動すると、友達

がたくさんできました。２年生でも友達を大切にしたいで

す。 

２－１       

 ２年生で頑張ったことは、九九です。家や学校でたくさ

ん練習しました。途中でちょっと嫌になりました。でも、

全部言えたときは、「学校、やっぱり好きかも。」と思いま

した。 

２－２        

 少しずつ心も体も成長できました。人の心を前よりもっ

と考えられるようになりました。自分にとって良くないこ

ともちゃんと受け止められるようになりました。 

２－３       

 ぼくは、1年生の時、友達とよくけんかをしていました。

２年生になって、友達に優しくすることを目標にしたらけ

んかが減りました。意識して行動できたことが嬉しかった

です。 

３－１       

 ３年生で頑張ったことは、縄跳びです。練習したり、体

育でやったりしてうまくなれて、二重跳びやあや跳び、前

跳びで３５０回跳ぶことができて、すごく嬉しかったです。 

３－２       

 この１年間で頑張ったことは、国語の学習です。自分の

意見をまとめていくうちに新たな疑問が出てくるので、も

っと勉強してみたいという楽しい気持ちやうれしい気持ち

が生まれました。 

３－３       

 ぼくは、社会の勉強をすすんで頑張った結果、テストで

はだいたい１００点を取ることができました。とても嬉し

かったです。しかし、まだまだ上を目指したいです。 

４－１        

 ぼくは、コロナ禍でも人に触れずにコミュニケーションを

とるために工夫して遊びました。しっぽ取り鬼ごっこやバス

ケットボールなどです。学級でも話し合って遊びを考えるこ

とができました。 

 

 

 

 

 

４－２        

 私は、自分で計画を立ててダンスを披露しました。理由

は恥ずかしがり屋の自分を変えたかったからです。発表の

後、みんな「すごいね。」と言ってくれました。「またやり

たい。」という自分になれました。 

４－３      

この１年間で、一番の思い出は、体育学習発表会の群青

（ダンス）です。理由は、もとからダンスが大好きで、おど

ることを楽しみにしていたからです。他にも去年と比べて、

授業を長く聞いていられるようになり、きれいにノートをと

れるようになりました。 

５－１      

 ４年生までは、全然手を挙げられなかった僕だったけど

５年生になって、予習や復習をするようになってから手を

挙げられるようになりました。これからも予習、復習を大

切に学びたいです。 

５－２       

 まだ新しいクラスで慣れていなかった頃、その人のいい

ところを見付けたことがきっかけで、仲良くなれたことが

あります。なので、これからも人のいいところをたくさん

見付けていきたいです。 

５－３       

 私は授業で発言をすることを頑張りました。自分の意見

をみんなに分かりやすく伝えられるよう、声の大きさなど

工夫しました。最初は緊張でなかなか発言ができなかった

けれど、勇気を出してし始めると自然と発言ができるよう

になりました。 

６－１       

 今年はコロナでいつもと違う年でした。その中で私が意

識した事は、全力で楽しむことです。さまざまな行事がな

くなり、落ち込むこともありましたが、私にとって思い出

深い 1年になりました。 

６－２       

６年生での一番の思い出はコロナ禍で行った体育学習発表

会です。思うように練習ができなくても一人で自主練習をして、

学年全員でそろうことの素晴らしさを学べて最高の思い出と

して心に残っています。 

６－３       

 この１年はコロナの影響で様変わりしました。運動会や社会

科見学がなくなりました。でも、コロナ渦の中で、普段の授業

を大切な仲間と受けられたことが、一番の幸せでした。 

６－４       

 今までは勉強を楽しく思うことがあまりありませんでし

た。しかし、６年生で新しくなった仲間とともに歴史など

の新しい学習をして、勉強を楽しいと思えるようになりま

した。 



 

 

 

 

 

【６年１組】 

高東 ６年間も ありがとう 

仲間とね 多くの絆 深め合う 

１年生 友達できた 高東 

６年間 必死に遊んだ これからも  

友達と 過ごした思い出 高東 

大量の 汗を流した 運動会 

友達と 笑い走った 日々なつかしき 

友達と 共に過ごした 高東 

桜散り 期待する出会い 惜しむ別れ 

高東 もうすぐ卒業 さようなら 

６年生 アスレで楽しい 遊びの時間 

クラス替え 友達また増え うれしいな 

花が咲き 新たな一歩 ふみだした 

友達と 富士学園を 楽しんだ 

委員会 体育倉庫 片付けた 

高東 思い出残る 小学校 

６年生 思い出を持ち 羽ばたくよ 

友達と 日々笑いあう ６年間 

白い顔 見えない口も 笑ってる 

親友と 共に過ごした 高東 

大切に 作った思い出 みんなとね 

みんなでね 百花繚乱 がんばった 

もうすぐで 責任持つ年 努力のみ 

６年間で 友達できた たのしいな 

さくらさく さわがしいひびに わかれいう 

中学校 新たな仲間 出来るかな 

高東 カイトのように 高くとぶ 

さくらさく 数カ月だけど ありがとう 

【６年２組】 

給食の きなこ揚げパン おいしいな 

６年間 友と思い出 めぐまれた 

さくらみて 春を感じて 中学へ 

中学で １００人作る 友達を 

中学校 どんな生活に なるのかな 

春の風 ふいてさよなら 小学校 

友達と たくさん遊んだ ６年間 

中学生 部活勉強 ハイレベル 

新しき スタートライン 走り出す 

さようなら そして始まり こんにちは 

がんばろう 楽しい分まで 大変だ 

新しい 仲間たちと 中学へ 

来年は 中学生 がんばるぞ 

中学校 新たな人と 関わろう 

成長し 門出を祝う 友達と 

桜ちり それは始まる 中学生 

中学校 桜も咲いてる いい季節 

夢むかい 努力し続け つきすすめ 

まだ見えぬ 我等が道に 光あれ 

カルシウム 中学校で のびのびと 

高東 友ときずなを ありがとう 

頑張るぞ 中学校で 今年から 

中学で 学力身長 伸ばしたい 

４月から 新しい世界が 花ひらく 

過ぎてゆく 友との時間 あと少し 

団長に なれなかったな 次なるぞ 

毎日の 学校生活 楽しんだ  

【６年３組】 

休校 みんな一人で がんばった 

この６年 たくさん思い出 つくったよ 

ランドセル 朝日に照らされ 光ってる 

中学へ ふみだす一歩 あたらしく 

給食で 体重増えた やせたいな 

今までの 経験活かし 中学生 

友達と 遊びまわった 休み時間 

６年を 共に過ごした ランドセル 

友達と きずなを深めた ６年間 

時は今 笑いを求む 遊びかな 

笑いあり 涙はなしの ６年間 

６年生 コロナで制限 つらかった 

今までの 思い出いっぱい よみがえる 

春の風 香りとともに サクラ舞え 

小学校 長い短い ６年間 

小学校 最後の３月 中学校 

中学は 修学旅行 いけるかな 

中学校 友だちづくり まず一人 

中学校 定期テスト 満点だ 

ウイルスめ 最後の年に なにをする 

ありがとう この思い出は 忘れずに 

コロナ渦で 行事つぶれたが ポジティブに 

中学校 文武両道 目指してけ 

６年間 感謝でたくさん 高東 

友人と いっしょに遊んだ 中休み 

中学だ 心ひきしめ がんばろう 

友達を いっぱいつくろう 中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年４組】 

中学で 部活と勉強 両立だ 

思い出は 中学行っても 忘れない 

この1年 頑張ったこと 生かしたい 

中学で 未来へつながる スタートを 

さようなら それぞれの道 歩んでく 

中学で 勉強部活 両立だ 

中学校 未来へつなぐ 思考力 

中学で 勉強部活 がんばるよ 

中学校 友達づくり 楽しみだ 

中学校 未来のために 学ぶ場所 

運動会 みんなで一つの 花になる 

クラス替え 仲良い友達 変わってく 

新しい 友達できた 高東 

校庭で 汗を流して 楽しいな 

友達が 豊富にできて うれしいな 

６年間 いろんな行事 楽しんだ 

中学で 今まで以上に 楽しみます 

未来へと 進むためには コツコツと 

６年間 いろんなあだ名 あったかな 

たくさんの 思いを胸に 中学へ 

できるなら 諦めないで 取り組もう 

中学で できるかぎり 全力で 

学校で おいしかった 給食だ 

中学で 部活動を がんばるぞ 

これからも 人のために 頑張ります 

コロナにも 負けない友情 つくったよ 

高東 多くの思い出 ありがとう 

  

小学校生活の思い出・卒業に対する思い・中学校への期待

を十七音に込めました。 



＜３月の行事予定＞  □･･･四角で囲まれた日にちはスクールカウンセラー来校日 

※避難訓練は予告なしで実施します。  

※予定している行事･活動は感染症の拡大状況に応じて、延期または中止等、変更になる場合があります。 

※委員会活動・クラブ活動が中止の場合、２年生以上は５時間授業になります。 

＜お知らせ・お願い＞ 
 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

１ 午前授業 

下校 １年13;25 

2・3年13:40 

  4～6年13:30 

保護者会1・2年 

２ 昼会 ３ ４ 午前授業 

下校1～3年13:40 

  4～6年13:30 

保護者会5・6年 

５ 安全指導 

卒業式準備5年 

図工作品掲示終 

６ ７ 

８  

卒業式準備5年 

6年交流会（5年） 

体育館使用不可 

(３月中) 

９  

理科出前授業４年 

10  

委員会活動 

6年交流会（1年） 

11  

6年交流会（3年） 

12 

6年交流会（4年） 

13土曜授業 

防災教育456年 

感謝を伝える会6

年 

14 

15 昼会 

(送る会昼会) 

16 

6年交流会（2年） 

 

17 

クラブ活動 

18 

6年卒業イベント（放

課後） 

19 
 

20 春分の日 21 

22 午前授業 

下校2～6年13:20 

     1年13:25 

23 午前授業（1～4

年下校13:20) 

給食終 

卒業式予行（5・6 

年） 

24 午前授業(東っこな

し、下校12:05) 

修了式 

卒業式準備5年 

大掃除 

25 

卒業式 

26 

春季休業日始 

27   

 

28 

４／５ 

春季休業日終 

６ 

始業式 

下校 9：10頃 

入学式 

７ 午前授業 
(東っこなし、下校12:05) 

 

８ 午前授業 

(下校13:20) 

給食始（2～6年） 

計測視力456年 

９ 午前授業 

(下校13:20) 

安全指導 

計測視力123年 

10 11 

新年度初日の予定 ４月６日（火） 

①登校 ８時１０分から８時１５分 

②校庭に旧クラスで整列 

③新しいクラスに並び替え 

④始業式 校庭で実施 ２０分程度 

⑤学級指導 校庭で実施 ２０分程度 

⑥下校 ９時１０分頃 

【雨天の場合】 

①登校 ８時１０分から８時１５分 

②自分の靴を持参したレジ袋等に入れて、校舎内

に入る。 

③新学年の教室に入室（例：現３－１は４－１の

教室） 

④新しいクラスの教室に移動 

⑤始業式 オンラインで実施 ２０分程度 

⑥学級指導 ２０分程度 

⑦下校 ９時１０分頃 

校庭開放について 
○３学期中の利用時間  

日曜日：９時から１３時 

土曜日及び祝日：９時から正午 

/１３時から１７時 

水曜日：１４時４５分から１７時  

○春休み中の利用時間 

月曜～金曜・日曜：９時から１３時 

土曜：９時から正午/１３時から１７時 

○感染症予防に係る利用方法 

固定遊具を含めて、貸出道具を使用する際は、

使用前後に手洗いをします。 

３月の学校運営協議会（CS会議） 

３月１３日（土）１１時４５分 家庭科室 

 今年度の最後の学校運営協議会となります。今

回も、感染症拡大防止のため、傍聴は中止とさせ

ていただきます。 

防災教育 ３月１３日（土） 

４～６年生がそれぞれ外部講師を招き、災害時の

適切な行動について、知識等を身に付けられるよ

う学習します。 

４年３組    主任教諭が産休に入ったた

め、算数担当の    主任教諭が担任を務めま

す。そのため、３年生以上の少人数算数は実施し

ません。ご了承ください。 


