
 

自 慢 で き る も の 

 

副校長 樋 口 純 子 

新緑のまぶしい季節となりました。学校では、新学期が始まって約１ヶ月が経とうとしています。１年生

をはじめ子供たちは、落ち着いた学校生活を送っています。新しい環境で子供たちが順調にスタートできた

のは、一人一人の子供の頑張りとともに、保護者や地域の皆様が子供たちを気持ちよく学校に送り出してく

ださったおかげです。ＰＴＡや地域の皆様の見守りに心より感謝申し上げます。 

 私事で恐縮ですが、国立第六小学校に副校長として赴任して一ヶ月。環境の違いに戸惑う毎日ではありま

すが、少しずつ慣れてきたところです。私が１２年間お世話になっていた前任校は、「豊かな自然と地域の

温かさ」が自慢の学校でした。学校のすぐ横を多摩川が流れ、目の前にある山からは美しい鳥のさえずりが

聞こえてきました。クワガタが校庭の木にとまっていたり、沢蟹が通学路を歩いていたり・・・子供たちも

皆素直で、「地域が子供を育てている」ということを実感した学校でした。 

４月１日、正門で深呼吸をし、一礼をして入りました。心地よい緊張の中、気持ち新たに国立第六小学校

の門をくぐったことが、まるで昨日のことのように思い出されます。校庭を流れる矢川、「いらっしゃい」

と言ってくれているような色とりどりの草花。これだけでも私の不安は一気に消えていきました。そして「早

く子供たちに会いたい」という思いが高まっていきました。 

４月５日、新６年生の登校日です。私は入学式準備をしながら子供たちの様子をうかがっていました。「ど

んな子供たちだろう・・」そう思っていた時です。「おはようございます！」「新しい先生ですか？よろしく

お願いします。」と元気に挨拶をしてくれました。それも一人二人ではありません。私とすれ違ったすべて

の６年生が、気持ちのよい挨拶を交わしてくれたのです。国立第六小学校ではきっと「当たり前のこと」な

のかもしれませんが、私はとても驚き、そして感激しました。その後も６年生の挨拶は途切れることなく、

いろいろな場所で聞こえてきました。 

学校にはそれぞれ「自慢できるもの」があると思います。国立第六小学校には、私がまだ気付いていない

たくさんの良いところがあるはずです。でも、今の時点で「あなたの学校の自慢は」と尋ねられたら、私は

迷わず「気持ちの良い挨拶」と答えます。挨拶は一日で身に付くものではありません。学校の指導だけでで

きるものでもありません。ご家庭で、そして地域で、気持ちのよい挨拶をしようとする習慣があるからこそ、

よい伝統が根付いているからこそ、子供たちがしっかり受け継いでいるのだと感じているところです。 

 

国立第六小学校の今年度のスローガンは、「こころあたたまる学びと笑顔のある学校」です。これまで培

われてきた“よき伝統”と“豊かな環境”を生かし取り組んでいきます。 

今後ともご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

  

 

 

平成２８年度  国立市国立第六小学校   ５月号 

       平成２８年５月２日発行 

       校長  谷 川  拓 也 

       国立市谷保６６００番地 

        ５７２－６１７７  №２ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転任された先生方からのごあいさつ 

ありがとうございました！ 

 
花水木・・・ 

２年間で子たちに沢山遊んでもらいました。遊び

道具は、花壇の花たち、矢川の魚たち、校庭の木た

ち。花水木は、話してはくれませんでしたが、優し

くじっと見つめて生き方を教えてくれました。心優

しい子供に育った六小の子たち。いつまでもその優

しい心を大切にしてください。さようなら！ 川畑 

孝久 

                                   

                              

                          

                            

                          

                          

                        

           

   

４年間、大変お世話になりました。「僕は、名前を

読んでから話しかけられると理解しやすいよ。」「私

がイライラしているときは、だまって少し離れたと

ころで見守ってくれたほうが早く落ち着けるよ。」な

ど、子供たちは表情や行動で私にたくさんのことを

教えてくれました。また、「できた！」という嬉しい

瞬間を一緒に共有させてくれました。心から感謝い

たします。本当にありがとうございました。               

宮内 由香里 

 矢川が流れる自然豊かな学校、素敵な校歌と心の

こもった歌声、笑顔いっぱいの仲間たち。国立第六

小学校で過ごした日々は、私にとって宝物ばかりで

す。みなさんと離れるのは寂しいですが、これから

もたくさんの笑顔とみなさんの成長を祈り、応援し

ていきたいと思います。本当にありがとうございま

した。               花木 恵美 

国立第六小学校で６年間過ごしました。充実した

６年間でした。矢川が流れている校庭、素敵な校歌、

元気いっぱいの子供たちが大好きでした。温かく見

守っていただいた保護者の皆様には感謝の気持ちで

いっぱいです。大変お世話になりました。本当にあ

りがとうございました。   君島 幸紀子 

 ４月から国立第一小学校に異動となりました。国

立第六小学校では、ねむの木学級で５年間、４年生

の担任として１年間勤務しました。六小では、休み

時間に矢川で遊んだことや体育の時間に広い校庭で

元気に運動したことなど楽しい思い出がたくさんで

きました。６年間お世話になりありがとうございま

した。               旭岡 真司 

 

 

 

 

 

 

旭岡先生 

 

 ２年間の短い期間でしたが、この度五小へと異動

になりました。国立市では小・中学校のスマイリー

が連携し一貫した支援を目指しています。皆さんも

新しく来た先生方と早く仲良くなってどんどん声を

かけてください。保護者の皆様には、これまでのよ

きご理解、ご協力を感謝し、離任の言葉とさせてい

ただきます。ありがとうございました。   

                 吉元 ミイ子 

 縁あって国立第六小学校に副校長として赴任し、

３年間お世話になりました。３４年間の教職生活の

最後をチーム６小の一員として過ごさせていただけ

ましたことを、心から幸せに思っています。純で可

愛い子供たち、気持ちで働いてくださる保護者、地

域の皆様、いつも親身に支えてくださった教育委員

会の皆様に感謝の思いでいっぱいです。 

 ４月から、教職を目指す後進の育成に力を注いで

います。六小で学んだことを生かし、精一杯がんば

ります。国立第六小学校の更なるご発展を祈りつつ。                

山内 雅子 

 

 １年間という短い間でしたが、大変お世話になり

ありがとうございました。難しいことであっても向

き合い、できるようになった時に本当にうれしそう

な六小の子供たちの姿に私も元気をもらいました。

六小の子供たちが大好きで、関われたことが私にと

っては学ぶことの多い時間でした。本当にありがと

うございました。          岡田 直子 

 六小の児童の皆さん、短い期間でしたが、仲良く

してくださってありがとうございました。学校図書

館の本は「新しい世界の扉を開く鍵」です。君の世

界を根こそぎ変えちゃうような「本との出会い」が

君にありますように！ 

また学校図書館の整備では、先生や保護者の皆様

に大変お世話になりました。ありがとうございまし

た。                篠原 麻理 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            本当にお世話になりました。 

                                             感謝の気持ちを添えて・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六小の皆さん、大変お世話になりました。パワフ

ルでいつも一生懸命な皆さんから、たくさん元気を

もらいました。四季折々の矢川緑地やママ下湧水に

探険に行ったことが、楽しい思い出として残ってい

ます。これからも、皆さんがさらに輝いていくこと

を期待しています。         川上 陽子 

 

 

 

川上 陽子先生 

 国立第六小学校の皆さん、２年間ありがとうござ

いました。「おいしかったよ！」と声をかけてくれた

時は、とてもうれしかったです。これからも、楽し

く、おいしい給食でありますように・・ 

お世話になりました。       田緣 ひとみ 

 ３年間外国語活動を通じて、第六小学校の５年生

と６年生の皆さんと英語を学んできました。たくさ

んの想い出と、楽しい時間を過ごすことができまし

た。ありがとうございます。現在、大学生と一緒に

英語を学んでいます。皆さんが大学生になった時に

お会いできるかもしれません。楽しみにしていま

す。          梁瀬 千起 

 

 私の母校と同じで、校庭の隣に小川のある六小へ

初めて来たのは５年前のことでした。あっという間

に月日が流れ、その間に笑顔や元気をいっぱい貰い

ました。また、教えられることもありました。感謝

の気持ちでいっぱいです。 

六小で過ごした５年間を宝物に頑張ります。お世

話になりました。本当にありがとうございました。               

藤田 康子 六小のみなさん、２年間楽しく明るい毎日をあり

がとうございました。元気いっぱいの六小のみんな

と過ごした２年間はとても幸せな日々でした。別れ

は寂しいものですが、そんな時こそみんなの元気で

明るい別れにしましょう。みなさんと過ごした２年

間は私の宝です。みなさんの元気な声がどこまでも

響きますように願っています。   東川 琢真 

はじめまして。養護教諭の丸山しのぶです。３月

までは町田の小学校に勤務しておりました。自然あ

ふれる国立六小で素直で元気な子供たちと過ごせ

ることに喜びを感じております。保健室の立場か

ら、大切なお子様たちを見守り、支援させていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

           養護教諭 丸山 しのぶ 

 

はじめまして。この度、福生市から国立第六小学

校に異動してきました、佐々木健雄です。今回が初

めての異動ということで、教員七年目にして、とて

も新鮮な気持ちで４月を迎えました。国立六小の子

供たちはとにかく元気でパワフルなので、今はとて

も楽しい毎日を送っています。これからどうぞよろ

しくお願いします。 

         ４年１組担任 佐々木 健雄 

 

 

青梅市から参りました樋口純子です。３月まで、

６年担任として毎日子供たちと接しておりまし

た。担任から離れ、寂しくなるなあと思っていた

のも束の間、国立六小の子供たちの明るく元気な

挨拶と、かわいい笑顔に毎日癒されパワーをもら

っています。子供たちはもちろん、保護者、地域

の皆様のお顔を、１日でも早く覚えたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いします。 

             副校長 樋口 純子 

 

 

 

 

 

          副校長 樋口 純子 

 
転入された先生方からのごあいさつ 

よろしくお願いいたします！ 

 

町田市立本町田東小学校より異動してきました

藤田仁です。休み時間に矢川で遊ぶ子供たちの姿が

印象的でした。森の近くの学校から、川のそばの学

校へと環境は変わっても、元気いっぱいで一生懸命

な子供たちの姿は同じだなと感じています。そんな

子供たちと毎日、真剣に向き合っていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

           ５年１組担任 藤田 仁 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめまして。今年度より、1 年 2 組の担任とし

て着任いたしました、山本伸洋（やまもとのぶひろ）

と申します。キラキラ輝く子供たちとともに、教員

1 年生として毎日元気に、共に学んでいます。1 日 1

日を大切に、子供たちの成長の為に、日々全力で向

き合っていきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。         １年２組担任 山本 伸洋 

 

 

今年度より、３年２組の担任として着任致しまし

た、新居逸郎と申します。自然が豊かでのびのびと

育っている六小の子供たちと過ごしていると私まで

自然と笑顔になる日々です。六小の元気な子供たち

の夢や可能性を広げることができるように私も本気

で接していきます。今後ともよろしくお願い致しま

す。         ３年２組担任 新居 逸郎 

 

 ３月まで中学校勤務でした。久しぶりの小学校現

場（９年ぶり）で、勝手の違うことも多いですが、

ただひたすら子供たちは「かわいい」です。そんな

子供たちを学校生活が少しでもスムーズに、楽しく

なるように、お手伝いしていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願い致します。 

   スマイリースタッフ 雨宮（あめみや）則子 

 第二次世界大戦が終わって２年程たった頃生まれ

ました。丁度その頃生まれた子供たちは、第一次ベ

ビーブームの子、今は団塊の世代と呼ばれています。

みんな高競争率を生き抜いて来ているから、元気な

仲間が多く、高齢者とか老人とか思っていない。そ

れが、いいところでもあり、悪いところかもしれな

い。よろしくお願いします。 

講師 原 啓二郎 

はじめまして。今年度国立第六小学校ねむの木学

級に着任しました、椎名京と申します。着任して１

ヶ月ですが、すでに多くの子供たちから毎日力をも

らっています。はじめてのことも多いですが、日々

学び続けられるよう尽力いたしますので、よろしく

お願いいたします。   ねむの木学級 椎名 京 

 

小平第二小学校から参りました木下茉里花です。

自然が豊かな六小の一員になれたことをうれしく思

っています。子供たちが楽しく学校生活を送ること

のできるよう、元気な挨拶と笑顔を心がけていきま

す。どうぞよろしくお願いします。 

ねむの木学級 木下 茉里花 

 この度、４月から配膳員になりました三村です。

国立は学生時代を過ごした思い出深い街で、その後

いろいろな街を経験してきましたが、やはりこの街

に住みたいと思い、現在は家族と共に住んでおりま

す。子供たちの元気な「いただきます！」の笑顔を

楽しみに頑張りますので、宜しくお願い致します。 

給食配膳員 三村 貴子 

 初めまして、今年度より着任いたしました北上滋

樹です。以前は、八丈島の小学校で図工と家庭科を

教えていました。担任を務めるのは今回が初めてと

なります。第六小学校は、前任校の６倍以上もの児

童がいます。どんな子供たちがいるのか、そしてそ

の子たちとどんなことに挑戦していくのか、とても

わくわくしています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。        ４年２組担任 北上 滋樹 

Hello! ＡＬＴの栗城明子と申します。英語を学ぶ

には、まずは英語に興味をもち、好きになってもら

うことがとても大切だと思います。 

英語を好きになってもらえるような楽しい授業を

していけるよう、精一杯頑張ります。よろしくお願

いいたします。 

Let’s enjoy English together!  

ＡＬＴ 栗城 明子 

 

 

 はじめまして。この度、用務のお手伝いをさせて

いただく事になりました宿輪です。国立第六小学校

での仕事は初めてなので、わからないこともありま

すが、どうぞよろしくお願いします。 

        用務主事 宿輪（しゅくわ）英一 

 

 

これまで、皆さんが普段行く図書館や研究所の図

書館など、さまざまな図書館にいました。六小の図

書館では、皆さんと楽しく本を読んだり、調べ物を

するお手伝いをしたりします。探しているものや困

ったことがあったら、ぜひ図書室に遊びに来てくだ

さい。親切な図書委員さんたちと一緒にお待ちして

います。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

図書員 靏（つる）麻衣子 



５月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校からの連絡 

✿ ５月１４日（土）の学校公開の際には、ネームプレートの着用を願いいたします。 

✿ 国立第六小学校メール配信サービスの登録はお済みでしょうか。未登録の方はよろしくお願いいたしま

す。（登録手順書が見当たらない方は再度お渡ししますので、担任までお申し出ください。） 

✿ 本日、「緊急連絡網について」のお便りを配布いたしました。「学校便り六小４月号」で緊急連絡網に載

せる番号についてお知らせしてありますが、昨年度と変更した点を正確にお伝えすることができず、保護

者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありませんでした。なお、緊急連絡網の配布は１

０日（火）の予定ですので、「電話番号調査票」は９日（月）までにご提出ください。 

✿ ５月２３日（月）より３週間、東京学芸大学より３名の教育実習生が配属されます。安藤 早紀さん 

 竹花 美紅さん、高橋 はるなさんです。よろしくお願いいたします。 

日 曜 行    事 日 曜 行    事 

１ 日   １６ 月 
遠足(2年生)【多摩動物公園】 

心臓病２次（国立七小） 

２ 月 音楽鑑賞教室(5年生) １７ 火 
眼科(1年生)[13:15～] 

尿検査２次回収２回目 

３ 火 憲法記念日 １８ 水 個人面談１始 午前授業 

４ 水 みどりの日 １９ 木 個人面談２ ５時間授業 

５ 木 こどもの日 ２０ 金 個人面談３ ５時間授業 

６ 金 安全指導(2・4・5・6年生) ＰＴＡ総会 ２１ 土   

７ 土   ２２ 日   

８ 日   ２３ 月 個人面談４ ５時間授業 教育実習始 

９ 月 遠足(5年生)【高尾山】 ２４ 火 個人面談５ 午前授業 

１０ 火 避難訓練（不審者侵入対応） ２５ 水 個人面談６終 午前授業 

１１ 水 
耳鼻科(1～6年生) 

尿検査２次回収１回目 
２６ 木 クラブ活動 

１２ 木 

眼科(2～6年生)[13:15～] クラブ活動 

校外学習(4年生)【立川消防署国立出張所】 

ピーマン植え付け(2年生) 

２７ 金 遠足予備日(5年生) 

１３ 金   ２８ 土   

１４ 土 
学校公開日 

６年移動教室説明会[４校時] 
２９ 日   

１５ 日   ３０ 月 
１年生５時間授業開始 

遠足予備日(3年生) 

   ３１ 火 遠足(1年生)【昭和記念公園】 

５月の生活目標 「ふわふわ言葉で話そう」     生活指導部 太田 百合子 

「ふわふわ言葉」とは「ありがとう」「すごい」「よかったね」など、言われた相手の気持ちを温かくす

る言葉です。六小では、相手の気持ちを傷つける「ちくちく言葉」を減らし、「ふわふわ言葉」を増やして

いく取組を行っています。「ちくちく言葉」を言ったり言われたりするとノルアドレナリンが出て脳を攻撃

し、生きる気力の低下につながると言われています。反対に、「ふわふわ言葉」を言ったり言われたりする

と脳にエンドルフィンが出て意欲に繋がると言われています。今月は特に「ふわふわ言葉」が増えて「ち

くちく言葉」が減り、六小が温かな雰囲気になるように重点的に指導していきたいと思います。 
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机を使って書くことや発

表の学習をします。 

 

給食を食べる部屋です。

食事のマナーを学びます 

仕切りのある小さな部屋

で課題別の学習をします 

体幹を鍛えたり、苦手な運動

の学習をします。休み時間を

過ごす場所でもあります。 

職員室です。朝登校してきた

ときには挨拶をします。 

 

ねむの木ルーム プレイルーム わくわくルーム 職員室 

学習室（個別） 

ねむの木学級について 

「友達と上手くコミュニケーションがとれない」「じっと座っていることが苦手」「自分の思い通りにならなかっ

たり負けたりすると、腹を立てる」「授業に集中できず、ボーっとしたり別のことをしたりしている」・・・など

様々な困り感をもっている子供がいます。そういった困り感を抱える子供たちは、学級の中で友達とよくトラブ

ルになってしまう、よく叱られたり注意を受けてしまうという経験から、「自分はやればできるんだ」という気

持ちを無くしてしまいがちです。そういった子供たちの口から決まって聞く言葉が「どうせ僕（私）はやっても

できないから」という言葉です。「どうせやってもできないから」が口癖になってしまうと、すぐに諦めてしま

ったり、課題に最初から取り組まなくなってしまったりと学習の機会を逃してしまうことが多くなります。 

 ねむの木学級では、４～６人の小集団の中や教員との一対一の個別学習を通して「できた！」「わかった！」

の経験をたくさん積みます。そういった経験を積むことで「やればできるんだ」という自信を子供につけ、クラ

スで色々なことに意欲をもって取り組みたくさんのことを学習できるようになってほしいと考えています。また

ソーシャルスキルトレーニングを通してトラブルにならないような行動や、気持ちがたかぶった時に自分で落ち

着ける方法を身に付けていけたらと思っています。 

 

ねむの木学級の教室 


