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学 校 だ よ り 
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春へと… 
            校 長   茂 呂 政 孝    

最近、校長室に顔を見せてくれる子どもたちが増え

ています… 

ニコッと笑って何も言わずに立ち去る子、お昼近く

になって「おはようございます」と笑顔で挨拶してい

く子、なんとなく気配を伺い「見つかっちゃった」と

つぶやく子、、、。 

春の訪れを伝えに来ているのかなと思わずにはいら

れません。いえ、まちがいなく春の訪れを伝えてくれ

ています… 

いよいよ今日から３月。三寒四温を繰り返し、確実

に春の足音が近づいています。 

 

京橋築地小学校では、子どもたちがこの一年間学ん

できた学習や生活のまとめをしたり、確かめをしたり

する大切な時期となります。 

それと同時に、次の学年に進むための心の支度をと

とのえる重要な時期でもあります。 

 一つ上のお兄さん、お姉さんになる１年生から４年

生の子どもたち。最高学年になる５年生。 

なかでも６年生は中学生という未知の世界に向けて

の希望と戸惑いを大きく感じているかも知れません。 

子どもたちにとってはなんとも心が揺れ動く季節を迎

えているのではないでしょうか。 

 さて、ここに詩人、黒田三郎の「支度」という詩を

紹介します。 

支度（したく） 

 

何の匂いでしょう これは 

これは春の匂い 真新しい着地の匂い 

真新しい革の匂い 

匂いのなかに 希望も 夢も 幸福も 

うっとりと 浮かんでくるようです 

 

ごったがえす 人いきれのなかで 

だけどちょっぴり 気がかりです 

心の支度は 

どうでしょう 

もうできましたか 

 

この詩のように、真新しい匂いの中、子どもたちに心の

支度をしっかりとさせて、新学年への生活をスタートさせ

たいと思っています。 

心を揺れ動かしながら成長していく子どもたちをあた

たかく見守り励まし、子どもたちの願いや思いの実現に向

けて指導し続けていきたいと考えております。 

 今月も皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

３  月 の 行 事 予 定 

1日（水）安全指導 6時間授業(3～6年) 

2日（木）保護者会(1・3年生) 

3日（金）保護者会(2・4・5・6年生) 

6日（月）全校朝会 避難訓練 委員会  

7日（火）6年生を送る会 お別れ給食 

8日（水）謝恩会（6年） 

1～5年生は4時間授業 

（6年生は4時30分頃下校） 

特別支援教室3学期指導終 

 12日（日）宇佐美学園修了式 

13日（月）全校朝会 6時間授業(3～6年生) 

 

14日（火） 宇佐美出身校学習始(24日まで) 

15日（水） クリーンデー 

16日（木） 国会見学（6年生） 

20日（月祝）春分の日 

21日（火） 卒業式予行(1～3年代表児童、4～6年)    

（1～3年、4時間授業） 

 22日（水） 給食終 5時間授業（全学年） 

23日（木） 卒業式 

24日（金） 修了式 

26日（日） 春季休業日始 

 

4月6日(木)平成29年度1学期始業式・入学式 



6年生お別れ俳句 

〈 １    組  〉 

 

ランドセル 汚れた分が 思い出だ   ○○ ○○ 

中学へ 新しい道 進んでく      ○○ ○○ 

友達と いっぱい遊んだ 六年間     ○○ ○○ 

今までの 学んだすべてを 中学へ   ○○ ○○ 

さようなら 桜と共に 涙散る     ○○ ○○ 

ありがとう このメンバーで また会おう   ○○ ○ 

巣立っても 僕らの友情 きれぬまま  ○○ ○○ 

六年間の 思い出一緒に 中学へ    ○○ ○○ 

中学校 どんな試練が 待つのかな     ○○ ○ 

小学校の思いでは 一生忘れず とっておこう  ○○ ○○ 

これからも 思い出ずっと 忘れない  ○○ ○○ 

小学校 いろいろ学んだ 六年間    ○○ ○○ 

忘れない この六年間 いつまでも    ○○ ○ 

ありがとう ぼくらの京築 さようなら    ○○ ○○ 

京築小 努力と友情 ありがとう     ○○ ○○ 

卒業式 思い出の数 涙がにじむ    ○○ ○○○ 

ランドセル 桜と共に さようなら      ○○ ○ 

思い出と 知識が増えた 六年間    ○○ ○○ 

卒業式 友達思い出 よみがえる     ○○ ○ 

同窓会 絶対やろうね このメンバーで  ○○ ○○○ 

六年間 たくさん思い出 つくったよ   ○○ ○○ 

いつまでも 京築大好き また来るね   ○○ ○ 

卒業は 終わりではなく 始まりだ   ○○ ○○ 

僕たちの 恩師に届け マーチング   ○○ ○○ 

あいさつで 学校 Change! 次中学   ○○ ○○○ 

卒業式 涙の量は 思い出分       ○○ ○ 

進む道 足ぶみさせるか 冬の風     ○ ○○ 

さようなら みんなの思い出 忘れない  ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

〈 ２    組  〉 

 

成長し 思い出いっぱい 最高だ     ○○ ○○ 

六年間 笑いも涙も思い出だ        ○ ○○ 

六年間 友達みんな ありがとう     ○○ ○○○ 

六年間 一緒に歩んだ ランドセル    ○○ ○○ 

このメンバー 何があっても 忘れない  ○○ ○○ 

さびしいな 離れたくない 京築を    ○○ ○○ 

ランドセル 六年の間 おつかれさん  ○○ ○○○ 

未来へと 羽ばたいていく 六年生   ○○ ○○ 

京築と もうお別れだ 悲しいな     ○○ ○○ 

卒業し 大海原へ 飛び込もう      ○○ ○○ 

卒業式 友との生活 さようなら     ○○ ○○ 

六年間の 思い出とともに さようなら ○○○ ○○ 

かみしめた 喜び悲しみ 忘れない      ○ ○○ 

京築や ああ京築や 思い出や            ○○ ○○ 

卒業し 新しい道 進むとき      ○○ ○○ 

入学式 ここから成長 していった     ○○ ○○ 

立ち向かう さよならとともに 中学へ ○○ ○○ 

もう別れ 楽しい時間 早かった    ○○ ○○ 

思い出が つまった校舎に さようなら   ○ ○○ 

成功だ 伝統行事 マーチング      ○○ ○○ 

さようなら 中学行っても 忘れない    ○○ ○○ 

ありがとう 六年間の 京築小     ○○ ○○  

お別れと 出会いはいつも やってくる ○○ ○○ 

六年間 お世話になった ランドセル  ○○ ○○ 

六年間 あっというまに 過ぎてった  ○○ ○○ 

ありがとう 世界に一つの 六年二組  ○○ ○○ 

あと少し 中学行くまで 楽しみだ     ○○ ○○ 

六年間 楽しい思い出 忘れない    ○○ ○○    


