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大切にしたいこと

あ・い・う・え・お
校長

篠原

敦子

プロムナードのハナミズキの花が、今きれいに咲き誇っています。玄関には、PTAの方
が五月人形を飾ってくださいました。子供たちは、その前を嬉しそうに通って教室に向か
っています。新学期が始まって一ヶ月がたちました。お子様の様子はいかがでしょうか？
また、第１回保護者会には、たくさんの保護者の方においでいただき、ありがとうござ
いました。体育館いっぱいの保護者の方を前にして、学校への期待の大きさを実感し、改
めて気の引き締まる思いがしました。
さて、熊本県では大きな地震が起こり、今なお、余震が続いているようです。多くの方
が避難所生活を続けています。新学期早々の学校生活を楽しみにしていた子供たちの生活
も一変し、どんな思いで毎日を過ごしているかと思うと、心が痛くなります。一日も早い
復興を願うばかりです。
始業式と入学式で、私は子供たちに大切にしたいことを「あいうえお」で話しました。
（内容はお子様から聞いてください 。）そして、折に触れ、それぞれについて月曜朝会で
話をしていく予定です 。4月18日には「 大切な命の話 」をしました 。熊本大地震にもふれ 、
「私たちは死んでしまったらぜったいに生きかえりません！心も体も元気に生きるために
はいのちをたいせつにすることです！そのために・・・」というような内容で話しました
が、子供たちは真剣に聞いてくれました。最後の締めくくりは 、「みなさんの周りには、
みなさんの命を守ってくれる大人がたくさんいます 。」でした。私たち大人は、子供たち
がのびのびと成長できるように、見守っていかなければいけません。車の両輪のごとく、
力を合わせていきましょう。
子 育 て 茶 話 会
今年度より、引き渡し訓練を早い時期に
実施しようと言 う意図で、7日（土）に行
われます。訓練ではありますが、いつ何時 5月 24 日 （ 火 ） 9: 30～ 10 :1 5
災害があってもおかしくない状況です。是
今回は、子供のしつけについて成功談
非とも、そのような心構えで、ご参加くだ
・失敗談をざっくばらんに話し合いたい
さいますようお願いいたします。
と思います。是非、おいでください。
特別支援教室の通級及び学習支援員の配置の申込みについて
平成２８年４月に、発達について気になる児童を対象に、本校において通級指導を行う特別
支援教室を開室しました。本校では、高輪台ルームとよんでいます。特別支援教室とは、生活
面や学習面での困難を克服・改善するための指導を行うために、設けられた教室です。
また、通常の学級の教室内での一斉指導において、苦手な部分を補うために、個別的に支援
を行う学習支援員についても今まで通り配置を希望することができます。
特別支援教室の通級や学習支援員の配置を新規に希望される保護者の方は５月１０日（火）
までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に連絡してください。

お 知 ら せ

５月行事予定
日 曜
学校行事予定 等
１ 日
２ 月 特別時程 離任式（５校時）
聴力検査（３年） ５時間授業
３ 火 憲法記念日
４ 水 みどりの日
５ 木 こどもの日
６ 金 縦割り班活動 聴力検査（５年）
地域理解日 ５時間授業
７ 土 土曜授業 避難訓練（引き渡し）
３時間授業
８ 日
９ 月 全校朝会
10 火 委員会活動 歯科検診（３・４年）
消防写生会（１・２年）
11 水 体育朝会 運動会全体練習
眼科検診（４～６年）
12 木 安全指導 歯科検診（１・２年）
耳鼻科検診（３・４年）
尿検査２次
ハイパーＱＵ（４～６年）
13 金 特別時程 耳鼻科検診（１・２年）
14 土
15 日
16 月 全校朝会 ５時間授業
通学路点検
17 火 クラブ活動 消防写生会予備日
18 水 体育朝会 運動会全体練習
19 木 児童集会 尿検査２次（追加）
眼科検診（１～３年）
耳鼻科検診（５・６年）
20 金 音楽朝会 運動会係打ち合わせ
21 土 土曜授業日
22 日
23 月 全校朝会 教育実習始まり
24 火
25 水 体育朝会 運動会全体練習
26 木 運動会全体練習予備日
27 金 運動会係打ち合わせ
28 土 運動会
29 日
30 月 振替休業日
31 火 委員会活動

放

○緊急メールの登録・更新のお願い
毎年4月に更新していただいている緊急
メールの登録はお済みでしょうか。新入生、
転入生でご加入でないご家庭、4月になっ
てまだ再加入されていないご家庭は、手続
きをお願いいたします。兄弟姉妹がいらっ
しゃいましたら、それぞれの学級に登録を
お願いします。
○運動会
今年の運動会は、５月２８日（土）に開
催予定です。お子さんの頑張る姿に、たく
さんの応援をよろしくお願いします。

○
○

○

○５月人形
今年も、子供たちの健やかな成長を願っ
て、PTA成人教育委員の皆さんが、玄関
に５月人形を飾ってくださいました。5月
15日まで飾っていますのでどうぞご覧下
さい。
○担任交代のお知らせ
1年1組の河野麻衣先生が5月2日から産
休に入ります。代わりに、山田とし江先生
が着任されます。どうぞよろしくお願いし
ます。
○着任しました！
サイエンスアシスタント 犬塚龍彦先生
○お願い
本校では、自転車での来校をご遠慮いた
だいております。近隣に駐輪され、苦情を
いただくこともあります。皆様のご協力を
よろしくお願いいたします。

○
○

～ ５月の目標 ～

遊びのきまりを守ろう
生活指導部 寺前 愛

○

○

○

新年度が始まり、新しい学年での生活にも慣
れて元気いっぱいに学校生活を送っている様子
が見られます。５月は「遊びの決まりを守るこ
と」に重点をおいて指導します。
入学して、次の週から、１年生も休み時間に
は上級生と一緒に同じ校庭で遊んでいます。お
互いに楽しく遊ぶためには、約束を守り正しく
道具を使い、場所を譲り合って遊ぶことが大切
です。どの子もけがをしないで、安全に楽しく
休み時間を過ごせるように指導していきます。
使った道具を元の場所に戻すことや、遊んだ後
のうがい手洗いもするように声をかけます。
気持ちのよい季節になりますので、外に出て
元気に遊び、健康な体づくりができるようにし
ていきたいと思っています。

３・４年生遠足

３年担任 田端 芳恵・上京 郁香・鈴木 祐助
４年担任 渡邊 綾香・小林 遼平・森田 千夏

３・４年生は、４月２１日に都立葛西臨海公園へ遠足に行ってきました。午前中は公園で走った
り、転げ回ったり、春探しをしたりと元気よく遊びました。午後からは３・４年の縦割り班ごとに
お弁当を食べたり水族園を回ったりと４年生のリーダーを中心に楽しく活動しました。
○はじめて、エイとねこざめをさわりました。
エイはぬるっとしていて、ねこざめはざらっ
としていました。さめのはを見て、びっくり
しました。とげとげしていていっぱいあった
からです。
○ぼくは、水族かんに行ったときが楽しかった
です。しおだまりにいたウニにふれたら、と
げがゆびによってきて、すごく、くすぐった
かったです。マグロがカーブするとき、ひれ
が出ることはしらなかったのでびっくりしま
した。
○水そうにタコがいておもしろかったです。エ
トピリカやウミガラスもいました。夏羽と冬
羽があるということが分かりました。冬羽も
見られたらいいなと思いました。世界一大き
いトビハゼの巣も見られました。

学校探検

○水族館では、「ヒカリキンメダイ」が印象に
残りました。真っ暗な中、光が動いていまし
た。どうして光るのか、なぜ光らせる必要が
あるのか不思議でした。
とてもきれいでした。
また、見に行きたいです。
○水族館で、魚のために工夫していることを見
つけました。それは、魚に合った明かりを調
節していることです。深海生物の水そうは、
とても暗くなっていました。
○はん長でみんなをまとめるのが大変でしたが
みんながわたしの話を聞いてくれたので、し
ずかに水族館を見ることができたのでうれし
かったです。

２年担任

丹羽 裕介・福井 佳那江・鈴木 郁

４月１６日（土）の生活科の時間に、２年生は１年生と手をつなぎ、学校探検をしました。
２年生は事前の授業で、１年生のときのことを思い出し、どんなことをしてあげると１年生が
喜ぶかを話し合いました 。自分たちがお兄さん・お姉さんの気持ちで 、相手の気持ちを考えて 、
１年生と仲良くなろうと工夫しました。
２年生は１年生と学校の地図を持ち、校長室、校務センター、保
健室、図書室、プール等、１３箇所をまわりました。そのポイント
で、１年生に何をする場所なのかを優しく教えてあげました。学校
探検を終えて、自分の教室へ戻ってきた２年生の表情は、１年生に
学校のことを教えてあげられたことから、満足そうな表情へと変わ
っていました 。以下は 、学校探検の振り返りカードからの引用です 。
○1年生に学校のことをよくしってもらうために、あんないするへ
やの中をいっしょにのぞいてから、シールをはってあげました。
○１年生とおなじはやさであるきました。わかるようにせつめいし
ました。１年生がたのしくまわれるように、あるいているときに
たのしいはなしをしました。
○はじめてだから、はずかしかったけど、１年生におぼえてほしい
から、１年生に大きな声でせつめいできました。１年生にやさし
い声で言えました。

１年生を迎える会

特別活動主任

清水 真澄

４月２２日（金）に一年生を迎える会がありました。
２年生から6年生が、1年生をあたたかく迎え、穏やかな
雰囲気に包まれた会となりました。
６年生は、１年生と手をつないで入退場をしました。
５年生は、高輪台小学校の生活で大切なことを、４年生
と３年生は、高輪台小学校の1年間の行事の様子を、ダ
ンスや合唱、演技を交えて楽しく紹介しました。２年生
は、昨年度、自分たちで育てたアサガオの種をプレゼン
トしました。
１年生は、立派な態度で、お兄さんお姉さんの出し物
を一生懸命見ていました。この会を通して、１年生は更
に高輪台小学校の一員としての自覚を高められたことと
思います。

相談室より

スクールカウンセラー 上田 香織・大賀 一樹

今年度も、ふれあいルームはスクールカウンセラー二人体制で週二日開室しています。中休み
は、子供たちが自由に来ることができるように開放しています。来室する子供たちの様子を見る
と、教室での姿とは違ってトランプや雑談などしながらホッとできる時間を過ごしてくれている
と感じます。昼休みと放課後は、子供たちが個別に相談できるようにしています。身近な家族や
友達、先生とはまた違った立場で、気軽に相談できる場になれればと思っています。
また、ふれあいルームでは保護者の方からの相談も受け付けております。お子さまのことで気
がかりなことや、子育てに迷われた時には、どうぞ気軽にご相談ください。月曜日は大賀一樹、
金曜日は上田香織が担当します。相談をご希望の方は、隈部副校長先生か養護教諭の佐藤先生、
担任の先生を通じてお申し込みください。どうぞよろしくお願い致します。

高輪地区総合支所コーナー
春の交通安全啓発活動が行われました
4月11日（月曜）
、品川駅高輪口周辺において、全国春の交通安全運動期間（4月6日～15日）に
合わせ、高輪地区生活安全・環境美化協議会（愛称：あんしん・きれい・高輪）自転車・バイク対
策専門部会主催の「春の交通安全啓発活動」が行われました。
近年、歩行者と自転車の接触事故が増加傾向にあり、自転
車の交通安全マナーの改善が望まれています。特に、子ども
を乗せた自転車の安全走行を重点に置き、地区内の保育園で、
保護者への呼びかけを行いました。また、同日、高輪警察署
による「自転車ストップ作戦」も実施され、歩行者や自転車
利用者に交通安全マナー向上と安全運転を呼びかけました。
高輪をもっと「安全・安心に暮らせるまち」にしていくた
め、地域住民や事業者等の協力と行動が必要です。ぜひ活動
にご参加ください。「あんしん・きれい・高輪」は、参加者随
時募集中です。
⇒

問合せ：高輪地区総合支所協働推進課（係）03-5421-7626

