
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

―できない理由ではなく、できる方策を考える― 
  
  始業式の日、子供たちに「できなかったことができるようになる場所が学校です。」という話をしまし

た。“朝、登校するときにはできなかったことが、学校から家に帰るときにはできるようになっているこ

と、できるようにしてあげることが学校だよ”と、以前、上司から教えてもらいました。昨日までは、覚

えきれなかったかけ算の九九を今日覚えることができた。去年までは、音読が苦手だったが、毎日、努力

して学年が上がったら上手に読めるようになった。できないからダメではなく、できないからこそ努力す

ること。できないことが恥ずかしいことではなく、努力をしないことが恥ずかしいことです。 

  先日は、お忙しい中、保護者会にご出席くださり、本当にありがとうございました。そのときに、「人

は困難なことに直面すると、”忙しいから””時間がないから“”それは自分の能力を越えているから”

と、できない理由をいろいろ並べてしまいます。これでは何も始まりません。まず、やるべきことは  

”できる方策を考えること”です。」というお話しをさせていただきました。これは、子供も大人も同じ

です。学校では、子供たちを指導する我々教職員がこの姿勢をもちたいと考えています。そして、子供た

ちに伝えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

―ミドリンピック（運動会）の練習が始まります― 
  
  早いもので、４月も終わりゴールデンウィーク、５月に入ります。ゴールデンウィークが明けると、本

格的にミドリンピック（運動会）へ向けた活動が始まります。日本の多くの学校では、運動会の種目とし

て徒競走・団体競技・表現の３つを中心に取り組みます。特に、「表現」には時間をかけて取り組みます。

はじめは、ダンスを覚えられなかったり、うまく揃わなかったり、動きを間違えたり、いろいろあります。

でも、子供たちは努力をします。努力をするように担任は指導をします。子供たちはなかなかたいへんで

す。たいへんな中で頑張るからこそ、粘り強さや一体感が生まれます。「“たいへん”は、大きく変わる

こと。」と教わったことがあります。だからこそ子供たちは大きく成長します。ミドリンピックへ向けま

しては、ご家庭に様々お願いすることがあるかもしれませんが、ご協力をお願いいたします。 

  以前から、ニュース等でも話題になっています「組み体操」について、事前にお伝えいたします。「組

み体操」につきましては、ご存じのようにタワーやピラミッドからの落下による怪我など、その実施の是

非が取り沙汰されています。こちらは、東京都の方針に基づき、調布市全体として、組み体操における、

高さのある演技の制限が設けられています。従来行ってきたタワーやピラミッド、複数人での高さのある

演技などできないこともありますが、別の表現方法で美しさや静と動、一体感のある演技ができるよう工

夫してまいりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 
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登校して、元気に
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公園）での子供たち 
 



 転出された先生方から離任のご挨拶をいただきました。 

 鈴木 祐介校長先生             片桐 明穂先生 

 

 

    

 

 

久保 実佳子先生             

畔柳 久美子先生 

 

 

 

                  

      西沢 勝子さん  

秋常 由美子先生 

 

 

 

西澤 友永さん 

 

 

 

 

大好きな緑ヶ丘小学校の想い出        

楽しく充実した緑ヶ丘小学校での生活は、夢の

ようにあっという間に過ぎ去ってしまいました。

明るく元気な子供たちが、教室でも廊下でも、た

くさん声を掛けてくれたことが一番嬉しかったこ

とです。上級生は下級生のお世話をするなど、全

員がとても仲が良いことが緑ヶ丘小学校の魅力で

した。また、地域・保護者の皆様にも大変にお世

話になりました。本当にありがとうございました。 

 緑ヶ丘小学校で８年間お世話になりました。 

その間、保護者の皆様や地域の皆様、教職員の

皆様にたくさん支えていただきながら、緑ヶ丘

小学校の子供たちと充実した日々を送ること

ができました。本当に感謝しています。大好き

で仕方ない緑ヶ丘小学校を離れるのは寂しい

ですが、次の学校でも緑ヶ丘小学校で学び得た

ものを胸に、自分らしく一生懸命に頑張ってい

きます。また皆様にお会いできるのを楽しみに

しています。今まで本当にありがとうございま

した。 

 緑ヶ丘小学校で五年間お世話になりました。

私はみなさんと楽しい図書の時間がすごせまし

た。みなさんはどうでしたか？本を読むことや

調べ学習が楽しく充実できていたらうれしいで

す。新しい学校では『ツバキ文具店』の主人公

のように「相手を思いやる気持ち」を大切にが

んばりたいと思います。みなさんとのお別れに

『ムーサンのたび』をオススメします。これか

らも図書館のとびらを、本を開けゴマ！ 

 緑ケ丘の春は仙川沿いの菜の花から始ま

り、桜、みんなの森の新緑へと移り、私を楽

しませてくれました。豊かな自然に囲まれ、

温かく見守ってくださる地域の方々や、明る

い PTA、教職員の皆様の中で過ごせたこと

は、とても幸せだったと思っています。あり

がとうございました。 

 緑ケ丘小学校で６年間は、私の宝物です。素直で

可愛い子供たち、優しく見守ってくださる保護者、

地域の方々、教職員の皆様に支えられ毎日楽しく

過ごさせていただきました。心から感謝していま

す。新しい学校でも緑ケ丘小学校で学んだことを

生かして頑張ります。今までありがとうございま

した。 

 緑ケ丘小学校に５年間勤務しました。仙川

が流れていて緑が沢山ある小学校に行くこと

ができてとても良かったです。また、元気な

子供たちに出会えたことを幸せに思います。

先生方、主事さん方、保護者の皆様、地域の

皆様お世話になりました。本当にありがとう

ございました。 

 緑ヶ丘小学校では、楽しい時間を過ごすこ

とができました。２年間どうもありがとうご

ざいました。学校では、大人から教わることも

大切ですが、自分で考え、気付き、成長するこ

とも大切です。みなさんはまだまだ成長でき

るはずです。自分を信じて頑張ってください。 



着任された先生方からご挨拶をいただきました。 

小嶺 大進校長先生          森山 泰雄先生 

                    

  

 

 

沖野 静香先生            西川 潤先生 

 

 

 

 森 夕佳先生            笛吹 幸恵さん 

 

 

 

 

清水 聡子先生  

 

 

 入学式で 2 年生が「緑ヶ丘小学校は，家族の

ような学校です。」と紹介してくれました。赴任

して 1 カ月たちますが，子供たちがお互いの顔

を分かって仲良く過ごしている姿をみて，本当

にその通りの素敵な学校だなと感じました。元

気な子供たちと毎日過ごすのが楽しみです。 

昨年実習生として 1 年間お世話になり、再び

教員としてお世話になることとなりました。緑

ヶ丘の子供たちは明るく素直な素敵な子ばかり

で、温かい家族のようなこの緑ヶ丘小学校でま

た子供たちと過ごすことを楽しみにしていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

このたび、校長として着任いたしました小嶺

大進です。毎日、子供たちの笑顔と元気な声に、

こちらが元気をもらっています。子供たちに夢

と希望を与えられる、そんな学校にしていきま

す。そのためにも、できなかったことをできる

ように、一人一人の子供たちに、自信と誇りを

もたせられる教育活動を展開していきます。 

 隣の滝坂小学校より転任いたしました。初日

に入学式の準備などで高学年のみなさんが責任

をもって仕事をしている姿に感心しました。休

み時間には先生方と一緒に子供たちが元気に遊

ぶ光景に温かさを感じました。素直で活発な緑

ヶ丘の子供たちと一緒に過ごす時間がとても楽

しみです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 緑ヶ丘小学校に来たばかりの私に、児童のみ

なさんが笑顔で挨拶をして、学校のこと、好き

な本のこと、いろいろ話してくれるのがとても

嬉しいです。これからいっぱい図書室に来て下

さいね。待っています。 

 この度市内の深大寺小学校から移動してまいり

ました笛吹幸恵といいます。 

 私は去年、こちらの研究発表会を見に来させて

いただきました。その際、学校に向かう道の途中

で緑ヶ丘小学校の子供たちに出会ったのですが

「こんにちは。」と気持ちの良い挨拶をしてもら

ったことを覚えています。お客様に自ら進んで挨

拶できる子供たちが沢山いる素敵な学校に来る

ことができ、とても嬉しく思います。 

 緑ケ丘小学校に通う皆さんが学校内で楽しく

過ごせる環境づくりのお手伝いを、精一杯頑張り

たいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

 今年度スクールサポーターとしてみなさん

と一緒にお勉強していきます。清水聡子と申

します。緑ヶ丘小学校のみなさんが、毎日、楽

しく元気に過ごせるよう、お手伝いをしてい

きます。みなさんも廊下などで私を見かけま

したら気軽に声をかけてください。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

＊ ５ 月 の 生 活 目 標 ＊ 
『友達と仲良く生活しましょう。』 

 新しい環境になり一ヶ月がたとうとしています。クラス替えがあったり、新しい友達が入って来たりと

子供たちにとっては変化の多い一ヶ月だったと思います。友達同士のやりとりを見ていると、特に低学年

では、まだまだ一方的で自分の気持ちばかりを主張してしまいがちです。また、自分の気持ちを伝えられ

ず理解してもらえない場面も見かけます。学年にかかわらず相手の気持ちを考えること、相手に気持ちを

伝えることが苦手という人もいるようです。学校では、各学年の発達段階に応じて、思いやりの心や気遣

いの心が育つように子供たちへ指導しています。友達や周りの人に声を掛けたり一緒に考えたりすること

ができる子に育てていきたいと思います。 

１日（月） クラブ活動 

２日（火） 消防写生会（1･2 年） 

セーフティ教室、PTA 総会 

３日（水） 憲法記念日           

４日（木） みどりの日           

５日（金） こどもの日 

８日（月） 委員会活動 

９日（火） 安全指導 

      水道キャラバン（4 年）尿検査 

１０日（水） たてわり班活動、尿検査予備日 

１１日（木） 避難訓練、起震車体験（4年）  

１５日（月） クラブ活動、石拾い、教育実習始 

１６日（火） 耳鼻科検診（全学年） 

運動会係活動〈６校時〉 

１８日（木） 歯科検診（4～6年） 

運動会係活動〈放課後〉 

１年生を迎える会 

 ４月１９日(水)に 1年生を迎える会を行いました。２年生が手作りのブンブンごま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年生は学校紹介をしました。1 年生はそのお礼に『き

ょうからいちにんまえ』の元気な歌声を披露してくれました。 

      

給食費について 

 ５月１１日（木）に給食費の引き落としがあります。

今回は、４月，５月の２ヶ月分の引き落としになります。

1 年生は、4月分 ２２２５円、5月分 ４４５０円、2

年生は、４４５０円×2 カ月分、3・４年生は、４６５

０円×2 カ月分、５・６年生は、４８５０円×2 カ月分

になります。手数料は 10 円です。５月１０日（水）ま

でにご入金をお願い致します。 

 

１９日（金） 運動会全校練習①〈１校時〉 

２２日（月） 運動会全校練習②〈１校時〉 

       運動会係活動〈６校時〉 

２３日（火） 運動会全校練習③〈１校時〉 

       運動会係活動〈放課後〉 

２５日（木） 歯科検診（1～3年） 

２６日（金） 運動会前日準備 

       （1～4年：４校時 5・6年：5，6校時） 

２７日（土） ミドリンピック（運動会） 

２９日（月） 運動会振替休業日 

３０日（火） さわやかタイム、ミドリンタイム 

あいさつ運動週間＜６月２日まで＞ 

尿検査 2次 

３１日（水） 体力テスト（3～6年） 

       尿検査 2次予備日 

5 月のカレンダー 

登校時間について 

 新年度に入り登校時間が早すぎる児童が

います。 
 登校時間は 8 時 5 分～8 時 15 分です。 
8 時 5 分以前は校舎には入れません。また、

校庭等で遊ぶこともできませんので、用事の

ない限り登校時間を守るようご協力をお願

い致します。 
 


