５月行事予定
朝の活動

行

給 部
食 活

事

日 曜
１～４年

５～９年

1 金

/

朝学習

家庭訪問・午前授業（1～6 年）スポーツテスト（ 1・2・5・6 年） 視力（１年・5 組） ○ 再

2 土

/

朝学習

区土曜登校日

地域班会議：下校

3 日

憲法記念日

4 月

みどりの日

5 火

こどもの日

6 水

× ○

振替休日

7 木

児童

朝学習

家庭訪問・午前授業(１～6 年)

8 金

/

朝学習

安全指導日

/

朝学習

耳鼻科（3・4 年）

消防写生会(2 年)

○ 再

内科（1・6 年）

遠足（4 年） ○ 再

9 土
10 日
11 月

12 火 ブロック朝礼 児童生徒会朝礼 腎臓検診二次

委員会活動
内科（8 年）

栄養教諭教育実習始 15 日まで ○

耳鼻科（1・2 年・5 組）

13 水

/

/

午前授業

14 木

児童

朝学習

15 金

/

朝学習

耳鼻科（5・6 年）

16 土

/

朝学習

区土曜登校日 学校公開 交通安全教室（7～9 年）

学力向上週間

○
○ ×

避難訓練

17 日
18 月

遠足（5・6 年） ○

○ ×
×

ファミリー運動会
/

19 火

朝学習
全校朝礼

劇団四季こころの劇場(6 年)

移動教室説明会（7 年）

○ ×

児童生徒会総会（5～9 年）

20 水 おはなしもり

朝学習

中間考査（7～9 年）

21 木

体育

朝学習

中間考査（7～9 年）

22 金

/

朝学習

事前検診・内科(9 年・中 5 組）

○ ×
遠足（2 年）

○ ×
○ ×

眼科（1～4 年）

遠足（1 年）

○ 再

23 土
24 日
25 月

修学旅行（9 年）26 日まで
/

朝学習

教育実習始～6/13

26 火 ブロック朝礼

ブロック朝礼

聴力（2 年）

27 水 おはなしもり

朝学習

聴力（3 年）

28 木

体育

朝学習

交通安全教室（１年）

29 金

/

朝学習

交通安全教室（２年）

聴力（１年・5 組）

内科（7 年）

○
○

振替休日（9 年）
音楽鑑賞教室（8 年）

移動教室（7 年）29 日まで ○ 再
○
○

30 土
31 日

お知らせ
八潮学園では今年度も、子どもたちの学校生活の様子をホームページや掲示物等で皆様にご紹介していく予定
です。つきましては、子どもたちの活動を写した写真を掲示板や学校ホームページ等に掲載させていただきたい
と思います。個人情報の保護には十分配慮してまいりますので、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。ど
うしても掲載してほしくない場合は、副校長までご連絡ください。

★ 教材費、給食費等の引き落としは 5 月 27 日からです。
今年度の給食費等学納金の納入につきましては、5 月の中旬までに皆様に金額など詳細をお知らせいたします。引き
落としは毎月 27 日が基本で、27 日が休日で金融機関がお休みの場合は、翌営業日に引落としされます。引落し日の前
日までに、学校にお届けいただいた口座へご入金くださいますようご協力をお願いします。
事務室直通電話（３７９９）１５９１
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平成２７年５月１日
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品川区立小中一貫校八潮学園
校 長
山口 晃弘

校長

山口 晃弘

桜の美しい時期が過ぎてしまい、最後まで咲き残っていた校舎の北側の八
重桜も葉桜になりました。でも春は続いています。周りの木々の若葉の新緑
が、まぶしいほど鮮やかな季節です。
おかげさまで、八潮学園はこの４月、よいスタートが切れています。どの
学年の児童生徒も前向きに授業や行事に取り組んでいます。
中でも入学したて 104 名の新１年生は、元気いっぱいで、それでいて行儀
よく学校生活を送っています。それができるのは、本人たちが「学校でがん
ばりたい」と思っていることが一番の理由ですが、上級生が様々な場面で新１年生に関わっていることももう一
つの理由です。例えば、６年生は、朝の身支度の手伝いに毎日１年生の教室に行っています。４年生は、給食準
備の手伝いをしています。交流活動が始まっているのです。それだけではありません。「校歌を教える」という
交流活動を９年生と合同で行いました。まず、お手本に９年生が校歌を歌います。次にひらがなだけで書かれた
校歌のプリントを１年生が読んで、それを９年生が一人一人読めたかどうか確認するのです。その後に、いっし
ょに声をそろえて歌います。小中一貫校にふさわしい微笑ましい光景です。交流活動が１年生の笑顔として実を
結んでいるようです。
先日、図書ボランティアのおはなしもりの皆様が絵本の読み聞かせに来校してくださいました。１年生だけで
はありませんが、どの学級でも本を読んでもらって楽しいひと時を過ごせました。「今年もよくお話を聞いてい
た」とお褒めの言葉をいただいたところです。地域の皆様も協力してくださっています。ありがたいことで、こ
の場を借りてお礼を申し上げます。
ところで、八潮学園では、今年から小学校の校庭に鯉のぼりをあげることにしました。風をはらんで、元気よ
く泳いでいるのをご覧になった方もいらっしゃると思います。鯉のぼりは「児童生徒が健やかに成長してほしい」
という大人の気持ちの表れです。保護者へのお手紙で「ご家庭で使わなくなりしまったままの鯉のぼりがもしあ
れば、学校にご提供くださるとありがたいです。今あるものといっしょにあげようと考えています」とお伝えし
たところ、さっそくいくつか寄付をしていただきました。これもまた、ありがたいことで、この場を借りて改め
てお礼を申し上げます。
鯉のぼりだけでなく、実は、校旗も春の風に翻っています。こちらは、５年生の代表児童が、毎朝掲揚し、放
課後に降納しています。５年生は１－４ブロックを修了し、新たなブロックに進学したところです。学年に任さ
れた仕事を分担して行うことで、上級生になった責任感を感じさせ意味をもたせようとしています。
どの学年もがんばっています。
春のさわやかさな季節にふさわしい、この４月の良いスタートを継続できるよう、教職員一同身を引き締めて
児童生徒の教育活動を推進してまいります。引き続き、ご協力をお願いいたします。
平成２７年度に八潮学園が学校会場として実施する検定試験の日程
日本漢字能力検定（漢検） 実用数学技能検定（数検） 実用英語技能検定（英検）
７月１０日（金）
１０月１６日（金）
来年 ２月 ５日（金）

６月２０日（土）
１０月 ３日（土）
来年 ２月１３日（土）

６月 ５日（金）
１０月 ９日（金）
来年 １月２２日（金）

八潮学園を卒業するまでに、３つの検定でそれぞれ３級以上の取得を目指しましょう。言うまでも
ありませんが、検定の勉強をすることで、ふだんの授業にも高校入試にも役立ちます。級によっては、
１年生から受けられる検定もあります。ぜひ、挑戦してみてください。
なお、上記は、検定試験の実施当日の日程です。申し込みの締め切り日はその都度書類でお知らせ
しますので、ご注意ください。（例えば 6/5 の英検の申し込み締め切りは 5/13 です）。

【１ねんせいになって

がんばること】

○すうじをおぼえてかけるようにする。

（おのでら けん）

○いちりんしゃをじょうずにのれるようになりたいです。

１年１組
○サッカーがじょうずになりたいです。

(あずま しゅんすけ)

○おおなわをがんばってたくさんとびたいです。

(いしづ

あゆみ)

○てつぼうでさかあがりができるようになりたいです。
(えおか うみな)
○うんていをがんばりたいです。

(えなみ としまさ)

○みんなとなかよくあそびたいです。

(おおしま

○たくさんどくしょをしたいです。

かずき)

(えおか うみな)

○かんじをじょうずにかきたいです。

(おだ かなた)

○ひらがなをきれいにかきたいです。

(いしづ

あゆみ)

○いっぱいおともだちをつくりたいです。

(えおか

うみな)

○うんどうかいをがんばりたいです。

(えおか

うみな)

○じをきれいにかきたいです。

(えおか

うみな)

○ともだちとなかよくあそびたいです。

(えおか

うみな)

○いちりんしゃにのれるようになりたいです。

(えおか うみな)

○ともだちをいっぱいつくりたいです。

(えおか うみな)

○べんきょうをがんばりたいです。

(えおか

うみな)

○かんじをきれいにかきたいです。

(しぶや

こうた)

○てつぼうでてんごくまわりができるようになりたいです。
(たかはし じん)
○べんきょうをがんばりたいです。

(たきざわ

あいき)

(たけだ

こはく)

(つきおか

みきや)

○テストでいつも１００てんをとりたいです。
○べんきょうをがんばりたいです。
○おともだちをいっぱいつくりたいです。

(なかつか りん)

○いちりんしゃにのれるようになりたいです。

(なかむら

こころ)

(なんば

ともき)

○あやとりができるようになりたいです。
○うんどうかいのかけっこで１いになりたいです。

(にき あらた)

○みんなといっしょになかよくあそびたいです。 (にしむた

かえで)

○おてだまができるようになりたいです。

なおと)

(ひらはら

○みんなとおおなわをがんばりたいです。

（かめたに あき）
○かんじをおぼえてじょうずにかきたいです。

（ぎ ちゅうか）

○ひらがなをおぼえてじょうずにかきたいです。 （くろいわ ひろと）
○きゅうしょくをのこさずたべたいです。

（ごとう みさき）

○ひらがなでいっぱつごうかくがもらえるようにていねいにかきたいで
す。
○かんじをおぼえてじょうずにかきたいです。
○はやくはしれるようになりたいです。

（こんどう じん）
（さいとう まお）
（さいとう ゆうしん）

○のぼりぼうをうえまでのぼれるようにしたいです。
（しらいし ゆいな）
○ひらがなをぜんぶかけるようにしたいです。

（たかしま せいや）

○きゅうしょくをのこさずたべたいです。

（なかむら ゆうひ）

○かんじをたくさんおぼえたいです。
○まらそんたいかいで１いになりたいです。

（にし かやの）
（にしかわ たいむ）

○のぼりぼうをうえまでのぼれるようにしたいです。 （はせべ さちよ）
○けいさんができるようになりたいです。
○いちりんしゃをじょうずにのりたいです。

（はやしだ りく）
（ふくだ ゆい）

○かんじをぜんぶおぼえてかけるようになりたいです。
（まえば はづき）
○きゅうしょくをもりもりたべたです。

（まるい さき）

○はやくはしれるようになりたいです。

（みうら ゆうき）

○のぼりぼうをうえまでのぼれるようにしたいです。
（もちづき ひろや）
○いちりんしゃにのれるようになりたいです。
○さかあがりができるようになりたいです。

（やすかわ ゆのん）
(やまさき このみ)

○さんすうのけいさんがはやくできるようになりたいです。
(ゆもと ふう)
○いちりんしゃをじょうずにのれるようになりたいです。
(よしだ れんな)
○のぼりぼうをうえまでのぼれるようにしたいです。(わたなべ たくみ)
○さんすうのけいさんがはやくできるようになりたいです。
(わにかわ おうか)

(ほり けいと)

○かけっこをがんばりたいです。

(まつもと せいごう)

○なわとびをがんばりたいです。

(まるい りお)

１年３組

○そうじをきちんとやりたいです。

(みなみ あい)

○ともだちにやさしくしたいです。

（あおき ゆきな）

○べんきょうをがんばりたいです。

(あるはむ ふせーん)

○はしるのがはやくなりたいです。

（あべ ゆいと）

○かんじをがんばりたいです。

（あん しゅり）

○さんすうをがんばりたいです。

(やまだ さくらこ)

○なわとびでにじゅうとびができるようになりたい。(よしだ
○にじゅうとびができるようになりたい。

こうた)

(わだ ちさき)

○ごはんをぱくぱくたべられるようになりたいです。
（いけだ こうけん）
○かけっこをたくさんれんしゅうしてがんばりたいです。
（いしい りゅうせい）

１年２組

○はやくはしれるようになりたいです。

○かんじをじょうずにかきたいです。

○ひらがなをきれいに書けるようになりたいです。 （いのうえ せりか）

（あかり なふらあ かいら なかがわ）
○ひらがなをじょうずにかきたいです。

（あらい だいと）

○にがてなものもなくしてきゅうしょくをぜんぶたべられるようにした
いです。

（いけだ

かい）

○のぼりぼうをうえまでのぼれるようにしたいです。

○サッカーがうまくなりたいです。

○はしるのがはやくなりたいです。

（いりえ ひなた）

○かんじをしっかりかきたいです。

（うえだ あかり）

○かんじをたくさんがんばりたいです。

（おおくま みずき）

○たしざんとひきざんをがんばりたいです。

（かじかわ そうま）

○はしるのがはやくなりたいです。

（いちかわ
○はやくはしれるようになりたいです。

（いしだ ふうが）

りんたろう）

（いなば まあや）
（うえはら

ゆうたろう）

○サッカーがうまくなりたいです。

（うるしやま つばさ）

○サッカーがうまくなりたいです。

（おさだ こうき）

○はやくはしれるようになりたいです。
○たしざんとひきざんをがんばりたいです。

（かとう えいた）
（かない まひろ）
（かわかみ さきな）

○はしるのがはやくなるようにがんばりたいです。 （くぼすぎ ちから）
○はしるのがはやくなりたいです。
○あしがはやくなりたいです。

（しばやま こうたろう）
（しぶや さく）

○てつぼうでさかあがりができるようになりたいです。 （すずき ゆな）

○てつぼうでさかあがりができるようになりたいです。

○ひきざんがただしくできるようにがんばりたいです。
（せいの こころ）
○てつぼうのさかあがりをがんばりたいです。
○こくごとさんすうをがんばりたいです。

（たかはし しゅんと）
（たきざわ あいか）

（なかむら

ひろき）

○うんどうかいのかけっこで、はやくはしりたいです。（なりた じん）
○きゅうしょくをのこさずたべたいです。

（ふるかわ

きっしょう）

○はやくはしれるようになりたいです。

（ただ ひろまさ）

○かんじをたくさんおぼえたいです。

（みやひら かなえ）

○はやね、はやおきをがんばりたいです。

（たなか ちはる）

○いっぱいかんじをおぼえたいです。

（みやもと かいと）

○あしがはやくなりたいです。

（つなかわ さくや）

○かんじをただしくかきたいです。

（むつくまる わんした）

○算数のべんきょうをがんばりたいです。

（つばき いっしん）

○かんじをきれいにかきたいです。

（やまぐち ひなた）

（とうだ あずさ）

○ともだちにやさしくしたいです。

（わだ みずほ）

○足が速くなりたいです。

○なわとびでにじゅうとびがとべるようになりたいです。
（なかばやし さや）

１年５組
○かんじをやります。ごはんをたくさんたべます。 （くろつか ひなた）

[ ７年生としての抱負 ]
7年1組
◆私は中学生になって学校に行くのが楽しみになりました。理由は新しい制服、新しいクラス、新しい先生と色々なことが
新しくなったからです。色々なことが新しくなると、気持ちも新しく入れかわるので、今までとは違う中学生らしい行動を
しようと思いました。これからやる事一つ一つ気持ちを入れかえて、頑張っていこうと思います。
（山﨑 麻衣）

7年2組
◆中学生になって、制服を着たり、授業の内容が難しくなったり、今までと違うところがたくさんあります。ですが、
一番違うと思ったのは、小学校の時に注意されてやっていたあいさつや時間を守ることが、いつの間にかできている
ということです。小学校で習ったことの大切さを感じ、当たり前のことができてうれしかったです。これからも、当
たり前のことをしっかりやりたいです。
（工藤 駿）
7年3組
◆僕が中学生になって感じたことは、小学生の時とは違って制服で登校するようになったということです。他にも、
部活動では中学生になると出場できる大会がたくさんあるので、しっかりと練習に参加して大会で良い記録を出せる
ように頑張りたいです。学習面では、中間・期末テストが合わせて五回あるので、全てのテストで高得点が出せるよ
うに毎日の授業を真剣に受けるようにしたいです。
（加久保 陽太）

児童生徒会紹介 ～児童生徒会長のあいさつより～
4 月 22 日、第 9 回児童生徒会役員を決める立会演説会が行われ、9 名の候補者が当選しました。今回、児童
生徒会長になった 8 年吉田達哉です。昨年度の児童生徒会は 4 月の初めに委員会説明会や部活動紹介、新入生
を迎える会と 3 つの児童生徒会行事の運営に取り組み、これからの生活が楽しみになる会を作ることができま
した。
これから新しい役員で児童生徒会活動が行われます。その活動を成功させるためには、児童生徒の皆さんの
協力が必要です。私たち役員とともに、八潮学園で良かったと誇れるように活動していきましょう。
校務センター前に、意見ボックスが設置されています。皆さんのたくさんの希望をお待ちしています。
児童生徒会長 吉田 達哉
生活指導部より
新年度が始まり、全児童生徒は落ち着いて過ごしています。保護者の皆様にご連絡とご協力のお願いを 2 点さ
せていただきます。
① 「まもるっち」についてです。登下校時や放課後に、画面を見ながら歩くと危険ですので、ご家庭でもご
注意ください。校内で指導をしておりますが、再度ご家庭でも使い方についてお話しください。
② 自転車の乗り方についてです。１，２年生は１学期中に交通安全教室を行います。ご家庭でも、小学生は
自転車のサイズが自分に合っているかの確認、ヘルメットの活用等を、中学生は二人乗りやスピードの出
しすぎによる人との接触など危険な乗り方についてご指導ください。
２７日から家庭訪問も実施しています。児童の理解についても深めてまいりたいと思いますので、ご相談くだ
さい。１年間、子ども達が安心して校内生活が送ることが出来るよう、今後もご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

