
 

 

 

国立市立国立第七小学校 

    平成２９年３月１０日 ＮＯ.１００（４００） 

オー君  「モンタ博士
は か せ

、きょうは、『国立
くにたち

てくてく４』のさくいんですね。」 

モンタ博士「そのとおり。『花
はな

ちゃん・オー君
くん

・モンタ博士
は か せ

のわくわくドキドキ国立
くにたち

てくて

く４』の『さくいん』の完成
かんせい

です。」 

花ちゃん 「それぞれの内容
ないよう

と、何号
なんごう

かがわかるようになっているのですね。」 

オー君  「もう一度
い ち ど

見
み

たい時
とき

に、とてもいいですね。」 

モンタ博士「平成
へいせい

２５年４月から、いろいろとお話
はな

ししてきたけど、まだまだたーくさん

お話
はなし

があるんだよ。ところで、6 年生は中学生
ちゅうがくせい

になりますが、勉強
べんきょう

や自分

の好
す

きなスポーツにと、しっかりとがんばっていこう。1 年生から 5 年生ま

では、４月には、進級
しんきゅう

して１つお兄
にい

さん・お姉
ねえ

さんです。新
しん

1 年生も入
にゅう

学
がく

し

てくるから、みんなで『かしこく・やさしく・げんきよく』の国立
くにたち

第七
だいなな

小学校
しょうがっこう

にしていこう。それでは、少
すこ

し早
はや

いけど、春休
はるやす

みに事故
じ こ

やケガなどなく、 

平成２９年４月６日の始業
しぎょう

式
しき

も、みんな笑顔
え が お

で元気
げ ん き

に会
あ

いましょう。」 
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