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  学 校 だ よ り 
 中 央 区 立 京 橋 築 地 小 学 校 

東京都中央区築地 2丁目 13番 1号 

「目標に向かって挑戦する」 

校長 浮津 健史 

 校庭の白梅が咲き始め、春の訪れを感じる頃に

なりました。 

 先日の持久走大会では、校外の走路の確保・安

全確認・大きな応援と保護者の方々には大変ご協

力いただき誠にありがとうございました。 

当日まで、中休みの時間は練習時間であり、チ

ャイムがなると校庭に子どもたちが集まります。

準備運動の後、それぞれ決まったコースを自分の

ペースで走りました。私も子どもたちと一緒に校

庭を走りましたが、多くの子どもたちは自分の目

標をもち走っていました。 

「走りきる」という目標をもっていた児童もい

たでしょうし、６年生で１位になるために今回５

年生としてできるところまで頑張るという目標

を立てた児童もいたようです。 

これまで朝会等で子どもたちには、「目標をも

つことの大切さ」、「少し頑張ったらできる目標を

立てる（無理な目標を立てない）」、「目標を立て

たら、目標が達成できたかを確認する」というこ

とを話してきました。 

「目標を立てる」ということは、目的ではあり

ません。目標を立てた以上は、目標達成のために、

たゆまぬ努力が必要です。そうした中には、うま

くいったりうまくいかなかったりすることがあ

るでしょう。しかし、努力を続けた結果、目標を

達成できた時には大きな自信になり、自らの成長

を実感できるはずです。 

努力を続けるためには、保護者の皆様や周囲の

励ましや見守りが大きな力になります。 

これからも、子どもたちに目標をもたせ、それ

に向かってチャレンジさせてきたいと思います。 

子どもたちへの熱い応援をお願いいたします。 

 

 

３月の行事予定 
 

１日(金) 保護者会(４～６年生) 

     読書週間終 

４日(月) 委員会 

５日(火) ６年生を送る会 

６日(水) 謝恩会（６年生） 

７日(木) 避難訓練（登校後すぐ） 

１３日(水) 安全指導日 クリーンデー 

２０日(水) 給食終 卒業式予行 

２２日(金) 第２７回卒業証書授与式 

２５日(月) 修了式 

 

４月初旬の行事予定 
 

８日(月)  始業式 入学式 

９日(火)  給食始（２～６年生） 

１０日(水)  保護者会(５・６年生) 

１１日(木)  身体測定(２～６年生) 

       視力検査(全学年) 

１５日(月)  対面式 委員会  

給食始（１年生） 

１６日(火)  保護者会(３・４年生) 

       聴力検査(１・２年生) 

       尿検査配布 

１７日(水)  避難訓練 尿検査回収 

１８日(木)  全国学力状況調査(６年生) 

       内科検診(１～３年生) 

       保護者会(１・２年生) 

 

 

 

 

 

  

 

下校時刻変更のお知らせ 
 

１日（金）保護者会のため４～６年 

         １４：４０ 

６日（水）謝恩会のため ６年以外 

         １３：２０ 

１１日（月）全学年 １４：４０ 

１８日（月）全学年 １４：４０ 

２２日（金）卒業式のため４～６年 

         １３：００ 



 

〈 １    組  〉 

今までの 制服の数 ハンパない     ○○○○ 

笑いあい 過ごした日々を 忘れない ○○○○ 

六年間 楽しかったな 笑笑笑    ○○○○ 

みんなとの 過ごした時間 思い出だ ○○○○ 

いつまでも みんなのことを 忘れない ○○○○ 

何気なく 別れたくない 京築小   ○○○○ 

ありがとう みんなと過ごした 六年間 ○○○○ 

六年生 楽しい日々は 過ぎていく  ○○○○ 

六年間 何度も行った 校長室    ○○○○○ 

思い出が いっぱいつまった 六年間 ○○○○ 

小学校 使い続けた ランドセル   ○○○ 

いつまでも 仲間との絆 忘れない  ○○○○○ 

ランドセル 思い出の分 くたびれた ○○○○ 

みんなとの この六年間 思い出だ  ○○○○ 

みんなとの 過ごした日々を 忘れない ○○○○○ 

京築小 みんなで笑顔の 六年間   ○○○○○ 

忘れない こんなに楽しい 毎日を  ○○○○ 

六年間 学んだことを 大切に    ○○○○ 

思い出と この六年間 忘れない   ○○○ 

卒業しても みんなのことを 忘れない  ○○○○ 

マーチング 最後のつめが あまかった  ○○○○ 

あと少し 何気ない日々 忘れない   ○○○○ 

ランドセル 六年間で 使いきる   ○○○ 

さようなら この六年間 忘れない  ○○○○ 

六年間 みんなとの思い出 つくれたよ  ○○○○○ 

六年間 思いでつまった ランドセル ○○○○ 

最後まで 使い続けた ランドセル  ○○○○ 

六年間 過ごした日々を 忘れない  ○○○○ 

桜咲く みんなとの日々も お別れだ ○○○○ 

さようなら 過ごした日々は 忘れない  ○○○○ 

六年間 思い出胸に 旅立とう    ○○○○ 

 

 

〈 ２    組  〉 

うれしいな 京築小と お別れだ     ○○○○ 

半ズボン 冬が寒くて 困ったな     ○○○○ 

たくさんの 思い出つまった 京築小 ○○○○ 

さようなら 思い出いっぱい 京築小 ○○○○ 

六年分 思い出つまった ランドセル ○○○○ 

ランドセル もうボロボロだ ありがとう ○○○ 

六年間 仲間との日々 忘れない     ○○○○ 

六年間 大事に使った ランドセル   ○○○○ 

六年間 感謝をこめて ありがとう   ○○○○ 

友達と 遊んだ日々は 忘れない     ○○○○○ 

桜咲く 皆の顔に 笑顔咲く         ○○○○ 

六年間 遊びすぎて つかれたわ     ○○○○ 

友達と よくけんかした 六年間     ○○○○ 

六年間 思い出たくさん あっという間 ○○○○○ 

ありがとう 感謝の気持ちを 忘れない! ○○○○ 

京築で すごした日々を 忘れない  ○○○○○ 

友達と 作った思い出 大切に       ○○○○○ 

みんなとの 思い出一生 忘れない   ○○○○ 

六年間 たくさんしかられ 疲れたよ ○○○ 

六年で 楽しくできた 思い出が     ○○○ 

京築小 育ててくれて ありがとう   ○○○ 

このクラス 出会えたことが 運命だ ○○○○ 

ランドセル きれいすぎる 六年間   ○○○ 

六年間 たくさん汚れた ランドセル ○○○○ 

六年間 先生ありがと さようなら  ○○○○○ 

思い出は 中学行っても 忘れない   ○○○○ 

また一歩 踏み出すときだ 中学生   ○○○○○ 

六年間 身長あまり 変わらない     ○○○○ 

六年間 楽しかったけど お別れだ   ○○○ 

 

 

６年生お別れ俳句 

 


