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校長 富岡 雅裕 

 

 
  

上のグラフは，平成２７年度から本年度まで実施

した児童アンケートの回答結果を比べたものです。

肯定的な回答（とても+だいたい）はあまり大きな変

化は見られません。また，否定的な回答（あまり＋ぜ

んぜん）は，どの質問でも５～１０％程度あり，これ

もあまり変化は見られませんでした。ただ，この結果

を見て私は，「とても」と回答している児童の割合が

どの質問においても増加していることに注目しまし

た。中でも，「学校のきまりを守って生活している

か」という質問では，「だいたい」と「とても」の割

合が逆転しています。私は，この「とても」と回答し

た割合の増加は，子供たちの自己肯定感の高まりの

表れではないかと考えています。 

 実際に子供たちの様子を見ると，挨拶や話の聞き

方（あくまでも態度です）は良くなってきました。で

すから，「とても」と，肯定的に捉えていることは間

違ってはいません。では，この肯定感はどのようにし

て高まってきたのでしょう。挨拶や話の聞き方，規律

ある生活を送るための指導を繰り返してきたことに 

 

よって自己肯定感が高まったのでしょうか。確かに

それも要因の一つですが，私は，子供たちの自己肯定

感が高まったのは，話し合い活動を多く取り入れた，

授業改善の成果ではないかと思っています。 

本校の先生たちの授業を見て回る中で，自分の考

えを友だちと伝え合うことで自信をもって全体の前

で発表できたり，グループで話し合い，お互いの考え

の良さや違いを見付け合う活動を通して，自分の意

見や考えをより確かなものにしたりする授業を多く

目にするようになりました。こうした，友達に自分の

意見や考えが受け容れられ，認められる体験によっ

て自信を高め，自己肯定感が育まれているのです。 

いよいよ本年度最後の月となりました。今年一年

間学んできたことや，頑張ってきた事はどのような

結果や成果となって表れているか，という点での評

価だけでなく，どのように成長してきたかを捉える

線の評価も大切にし，子供たちの成長をより確かな

ものにしたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより 
 

平成３１年３月１日 

３月号 

調布市立第一小学校 

校長 富 岡 雅 裕 

http://www.chofu-schools.jp/chofu-1sho  ℡042(481)7636 

 

３月の生活目標  学校をきれいにしよう 
 
１年間使ってきた教室や机・椅子…。それらをきれいにする中で，気持ちの整理を行い，新たな学年

への意欲を培っていきましょう。また、次に使う人への思いやりの心や，公共物を大切にする気持ちが

育つよう指導していきたいと思います。 



  

卒業まで，あとわずかとなりました。たくさんの思い出を胸に，                                  

６年生は３月２５日に卒業します。６年間を振り返って，テーマ 

を決めて，川柳を作りました。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思い出の ６年間！ 

ひまわり学級の思い出 

八ヶ岳 ほうとうづくり 思い出だ      K・Y 

牧場で 牛のえさやり おもしろい      K・T 

すいか割り みんなで割った 甘かった    A・Y 

臨海学園 ボート遊びが 楽しかった     I・H 

海ホタルに 行けて うれしかった      N・D 

 

１年生～5年生の思い出 

 

学校が お城に見えた たまげたぞ    O・E 

友達が 初めてできた うれしいな    O・R 

手を挙げる それだけなのに 顔赤い   I・M 

入学式 体に合わない ランドセル     S・M 

問題児 周りに迷惑 かけすぎた     Y・K 

卒園生 門をくぐると 下級生      M・YY 

春になり 友達いっぱい 楽しいな    N・S 

学校の きまりを守り 生活だ      T・S 

クラス替え あの子と一緒に なれるかな Y・H 

九九覚え 忘れないよう 汗流す     Y・E 

指つぶれ 大怪我しても 復活だ     O・S 

歌うたい チームで喜ぶ 歌合戦     S・H 

ソーラン節 足痛いけど たえきった   O・S 

 

 連合音楽会  

努力した 成果が出せた そう快感    B・H 

ホールには みんなの声が 響いてる   K・H 

管楽器 うまくできるか 心配だ     H・A 

N・ 

委員会 

委員会 高学年の 仲間入り         K・K 

学校に 私の声を 響かせる         K・A 

６年生になって 

職員室 一度ためらう 入る前           K・A 

毎日の 明るい笑顔 ありがとう          A・H 

６年生 ☆運動会☆  

リレー選 心を落ち着け よーいドン！！  A・E 

リレー選 全力で走った あの校庭     S・T 

団長で 声をからして 優勝だ！      K・Y 

炎天下 旗をなびかせ 頑張った      H・H 

最後まで やる気をもって 演技する    U・R 

太陽に 背中押された 徒競走       I・S 

ランランタイム    

６年で 初めて届いた 代田橋            S・T 

給食中の思い出 

じゃんけんで 敗れて取れぬ 棒餃子    K・A 

話したい もぐもぐタイム じっと待つ   H・S 

６年生 ☆臨海学園☆ 

海水は とてもしょっぱく 口辛い     K・E 

肝試し お化けたくさん 怖かった     S・M 

友達と 絆深まり うれしいな       T・Y 

きもだめし とてもこわくて リタイヤだ  O・Y 

空と海 打ち上げ花火 あざやかに     T・M 

きもだめし 夜は怖いな 眠れない      I・R 

また台風 もう来ないでと 言ったのに       S・R 

夏の空 思い出そのまま 持ち帰る       M・N 

寝坊した はしゃぎすぎた 寝る前に      I・R 

肝試し なめてかかったら 怖かった      S・A 

出発日 ２回遅れる 運のなさ         S・K 

夏の海 ボードをたたいた スイカ割り    K・S 

バスの中 高ぶる気持ちは 波のよう     M・H 

海に来て みんなと泳ぎ くったくた     M・H 

砂浜で 見つけた貝が ヤドカリだ      T・Y 

６年生 ☆学芸発表会☆ 

協力と 努力でつかんだ 成功だ      Y・M 

気持ちこめ わたしにピッタリ 係員    N・N 

舞台上 ひとつになった ６年生      T・Y 

今までの 自分を変えた 学芸会       F・M 

友情を 本気で演じ 伝えきる       O・T 

７場面 みんなで一緒に 「寝坊しましたー」T・S 

体育館 自分の声を 響かせた       T・M 

大丈夫 免許があれば 一安心       K・Y 

もう一度 役になりきる 楽しさを     H・S 

大繩大会 

成功へ みんなの努力で つながった   T・M 

６年生 ☆フレンズ班☆ 

歴代の ６年気持ち 分かってくる    Y・A 

下級生の 笑顔を見るのが 満足感    S・S 

みんないる？ 確認終えて ホッとする  O・N 

６年生 ☆アメリカンスクールとの交流☆ 

うれしいな 外国人と 話せたよ      M・N 

英語がね 分からなすぎて 目が回る    A・H 

初めての 外国人と 交流だ        I・M 

休み時間 

ふざけ合い すごく笑った 腹痛い      H・S 

おにごっこ さそわれ私は 超ハッピー    N・Y 

何でかな ドアにぶつけて 指を折る     K・T 

友達と 話して笑うと いい気持ち      N・Y 

ゲラゲラと 楽しい悲鳴が ひびいてる    N・S 

友達と 話す時間こそ 宝物         K・S 

かたき討ち ボールを投げ合い 戦いだ    Y・S 

鐘がなり “休めない時間” 始まった     T・K 

学習中の思い出 

カリカリと リズムいい音 ひびいてる   T・Y 

早くして 休み時間が 待ちきれず     K・K 

２時間目 終わる時間を 気にしちゃう   K・R 

君がいる ただそれだけで がんばれた   T・Y 

よく遊び いっぱい食べて あぁねむい   K・Y 

ちょっと寒い 体操着から 手が出ない   H・M 

卒業を前にした時の気持ち 

最後まで 威厳を保ち 堂々と       N・R 

思い出と 希望を持って はばたこう    T・A 

中学校 不安と期待で いっぱいだ     S・K 

それぞれの 夢に向かって がんばろう   A・S 

思い出す 小さかった あのころを     M・S 

クラブ 

なぜだろう 男子がいなく 悲しいぜ    T・S 

初めての クラブ活動 最高だ       T・Y 

サーブがね なかなかうまく できません  H・K 

掃除 

清掃中 うららかな日差し 春のかおり   F・A 

もう少し 食べれば良かった 給食を    K・K 

 八ヶ岳移動教室  

夜になり 興奮しすぎ 寝られない     T・M 

忙しい みんなで集まれ 五分前              I・T 

協力し 失敗からも 学べたよ       K・R 

星を見に 足元見えない 夜の道      T・R 

うまかった ソフトクリーム もう一度   S・Y 
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日 曜日 主な行事

1 金 授業参観・保護者会（156)

2 土

3 日

4 月 朝会　委員会（最終）

5 火 安全指導

6 水

7 木

8 金 読書タイム

9 土 〈短縮時程・４時間授業〉

10 日

11 月 朝会

12 火

13 水

14 木

15 金 〈全学年５時間授業〉　読書タイム　給食終

16 土

17 日

18 月 〈短縮時程〉

19 火 〈短縮時程〉

20 水 〈短縮時程〉　大掃除

21 木 春分の日

22 金 〈短縮時程〉　修了式　卒業式予行練習(5･6年弁当）

23 土

24 日

25 月 第１１８回卒業式

春季休業日（３/２６～４/５）

4/6 土

4/7 日

4/8 月 始業式　入学式

9 火 <短縮時程>

10 水 〈４時間授業〉　給食始（２～６年）

11 木 <４時間授業>

12 金
<４時間授業>１年生を迎える会　保護者会（124)
合同保護者会（き・こ）

13 土

14 日

15 月 委員会

16 火 保護者会（356ひ）

☆ ３月の避難訓練は「予告なし」で行います。

3月の行事予定

　使わなくなった上履きの

　　　　　　　　寄付について

　

本校では，上履きを忘れた児童に貸し出すため，

上履きの寄付を各家庭にお願いしています。きつく

なった上履きが御家庭にございましたら，寄付をお

願いいたします。お子さんを通じて担任に渡してく

ださい。よろしくお願いいたします。

また，上履きを借りた場合は，持ち帰って洗った

後，早目に返すように指導しております。御家庭で

も声掛けをお願いいたします。

  平成３０年度
  修了式・卒業式について

【修了式】
１．日時　3月2２日（金）午前8時35分～
２．場所　体育館

※当日，１～４年生は4時間授業（給食なし）で
す。
　下校予定時刻は12時15分頃となります。

※卒業式予行日の変更
　３月２０日（水）→２２日（金）
　５・６年生は，弁当持参となります。

【卒業式】
１．日時　　　3月2５日（月）
　　　　　　　午前10時～11時40分
２．場所　　　体育館
３．参加学年　5年生　6年生
４．登校時刻　5年生　午前8時30分
　　　　　　　6年生　午前９時

　転出入などに伴うお願い

今，学校では新年度に向けての準備を始めていま

す。その中では，学級編成は重要であり，児童1人

の転出入によって，来年度の学級数が変更になる場

合があります。そのため，3月末にかけて，転居に

伴い，転校される予定のある方は，できる限り早め

に担任まで御連絡ください。また，転入の情報をお

もちの方も，御連絡ください。


