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任せる、ということ 

校長 隈部 洋子 

  

４月に１・２年生の生活科見学がありました。学校から林試の森公園まで徒歩で行き、

公園で春を見つけて電車で帰る、という行程でした。その２日前に遠足に出かけた３・

４年生は、さすがに足取りもしっかりしていて、４年生が上手に３年生をリードしなが

らアスレチックを楽しんでいましたが、さて、１・２年生は４５分の道のりを歩き切る

ことができるのか、いささか心配でした。 

 

 当日、１年生・２年生がそれぞれペアになり、２年生が車道側を歩くよう担任から声

をかけられ、元気よく学校を出発しました。このコロナ禍で、１年生はもちろん、２年

生も校外に出るのは初めてのことです。車が通る道では、自転車や車の往来に気を付け

ながら、１年生の歩調に合わせて歩きます。大きな道路では地域の方や警察の方の誘導

の中、きちんと手を挙げて横断歩道を渡っていきます。右に曲がり、左に折れ、広い歩

道も狭い歩道も上手に２列で歩きました。一番後ろから子どもたちの様子を見ている

と、道を曲がったり渡ったりするたびに２年生が一生懸命歩く場所（列）を移動してい

るのです。出かける前に言われた、「２年生が車の側を歩いて、１年生を助けてあげてね」

の、担任の言葉を、２年生はちゃんと覚えていたのです。車道の側が変わるたび、２年

生は前後で声を掛け合いながら、「左に行って！」「１年生は、中に入って」と一生懸命

１年生を守ろうとしていました。「お兄さん、お姉さん」とはいえ、まだ２年生。でも、

「１年生をよろしくね」と任されたからには頑張らなきゃ！そんな思いが伝わってき

て、とても温かい気持ちになりました。 

 

 公園で楽しく春を探し、帰りは電車とはいえ駅まではまた歩きです。２年生もさすが

に疲れた顔をしていましたが、「疲れましたね。学校に帰るまで、また１年生をよろしく

ね」そう声をかけると、すてきな笑顔でにっこりしていました。 

 

 大人も子どもも、信頼されて任されると「頑張ろう」という気持ちになり、いつも以

上の力が出ることがあります。子どもたちの力を信じて、「任せてみる」活動をこれから

も取り入れていきます。 

 

大原 



 

 

 

 

 

 

５月行事予定 

 曜 予 定 

1 日  

2 月 全校朝会 消防写生会(1,2 年) 

聴力(3,5 年) 安全指導日 

3 火 憲法記念日 

4 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金 体育朝会 聴力(1,2 年) 

7 土  

8 日  

9 月 全校朝会 教育実習始(5-1) 

腎臓二次 美化ｳｨｰｸ始 委員会 

10 火 特別時程 耳鼻科(1,2,3 年)  

グリンピースさやむき(1 年) 

11 水 音楽朝会 

12 木 耳鼻科(4,5,6 年) 避難訓練 

13 金 美化ｳｨｰｸ終 

14 土   

15 日  

16 月 全校朝会 運動会係打合せ 

17 火 眼科(全学年) 

18 水 運動会リハーサル 

19 木  

20 金 午前授業(1～5 年) 

運動会前日準備(6 年) 

21 土 運動会 

22 日 運動会予備日 

23 月 振替休業日 

24 火 全校朝会 

25 水 英語朝会 

26 木  

27 金 特別時程 

28 土 校庭開放（ＡＭ） 

29 日 校庭開放（ＡＭ） 

30 月 全校朝会 クラブ 

投げ方教室(1,2 年) 

31 火 歯科(5,6 年) 

 

○グリンピースさやむき体験を行います。 

 5 月１０日(火) １年生対象 

＊毎年実施している食育授業の一環です。

担任と栄養士がティームティーチングで

授業をし、さやむきの仕方を教えます。ま

た、旬の野菜について学んだり、実物を観

察して絵に描いたり、気付いたことを発

表したりします。また、そのグリンピース

を調理して給食でいただきます。野菜に

興味をもち、すすんで食べられるように

なってほしいと考えています。 

 

○運動会特別時程が始まります。 

5 月９日(月)～２０日(金)まで 

＊ほぼ毎日運動会の練習を行います。体調

管理に気を付けてください。この期間中、

朝のスポーツ健康タイムはお休みになり

ます。ご承知おきください。 

 

○運動会本番です！ 

５月２１日(土) いつも通り登校 

＊天候によって授業、振替休業日の設定が

変わります。詳細は別紙にて後日お知ら

せします。ご確認ください。 

 

○教育実習生が来ます。 

＊大学生が教育実習に訪れます。よろしく

お願いいたします。 

  筑紫 陽（ちくしみなみ）先生 

５年１組：5/９(月)～6/３(金)まで 

  ※現在、「朝スポ」で子ども達と一緒に 

遊んでくださっているボランティア 

の方です。 

 

○投げ方教室があります。 

5 月３０日(月) 1,２年生対象 

＊ヤクルトスワローズで活躍した元プロ選

手２名が来校し指導してくださいます。

６月に実施される体力テストに向けて、

ボールを遠くへ投げる技術を学びます。 

 雨の場合、体育館で行います。 

 

お知らせです。 



よろしくお願いいたします！ ～転入した教職員からのメッセージ～  

【校長 隈部 洋子（くまべ ようこ）先生】 

  港区から異動して参りました校長の隈部 洋子です。学校の中でも外でもしっかり挨拶ができる大原

の子どもたち。これから一緒に過ごしていくのが楽しみです！ 

【音楽専科 酒井 哲志（さかい さとし）先生】 

  歴史ある大原小学校の一員となれたことを大変うれしく思っています。大原小の子ども達と、学校中

に音楽を響かせていきます！よろしくお願いします。 

【１年２組担任 相木 継之助（あいき つぎのすけ）先生】 

  1 年生と共に新しい学校生活に慣れる毎日ですが、6 年生をはじめとしてたくさんの子ども達が親切

にルールを教えてくれる温かい学校に来られて嬉しく思っています。よろしくお願いします。 

【２年１組担任 佐々木 素子（ささき もとこ）先生】 

  大原小学校の子どもたちがみんな笑顔で楽しく学校生活を送ることができるよう頑張ります。よろし

くお願いいたします。 

【４年１組担任 日高 侑子（ひだか ゆうこ）先生】 

  大原小学校の子ども達に出会えることを本当に楽しみにしていました。子ども達のために精一杯頑張

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

【４年２組担任 藤田 涼平（ふじた りょうへい）先生】 

  昨年度から算数少人数などで大原小学校にいたので、見たことがある人も多いと思います。子どもた

ちの挑戦を支援できるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。 

【1,2,5 年算数・国語講師 浅野 えり子（あさの えりこ）先生】 

  ３月に６年生を卒業させ、４月からは 1,2,5 年生の算数と、1,3,4,5,6 年生の国語の一部を担当しま

す。多くの子どもたちと関われてうれしく思っています。よろしくお願いいたします。 

【事務主事 小賀坂 誠（こがさか まこと）さん】 

  子どもたちがよい環境で学校生活を送れるよう、事務の立場からお力になれればと思います。よろし

くお願いいたします。 

【スクールカウンセラー 出村 宣子（でむら のぶこ）先生】 

  大原小の児童の皆さんが楽しい学校生活を送れるサポートを、微力ながら、させていただけたらと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【ＪＴＥ（英語） 美留町 美希子（びるまち みきこ）先生】 

  Hello! ５、6 年生の英語を担当します。教室では英語名の Nadia ナディアと呼ばれていますが、日本

人です（笑）。よろしくお願いいたします。 

【すまいる 野中 香織（のなか かおり）先生】 

  品川区立水神保育園から異動してまいりました。子どもたちとたくさん遊び、保護者の方々ともお話

ができる機会を多くもちたいと思っております。よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５月の生活目標：物を大切にしよう】 

令和４年度がスタートして、３週間程経ちました。進級した子どもたちは、新たな学

年として、前向きに明るい顔で学校生活をスタートしました。新しく大原小学校の仲間

となった１年生も、少しずつ学校での生活に慣れてきたようです。 

先日の１年生を迎える会では、代表委員会の手際のよい進行のもと、全児童が心から

楽しむ様子が見られました。大原小の温かさの感じられるような会になりました。 

 

４月２７日（水）には１年生を対象にした、交通安全教室がありました。警察の方か

ら、横断歩道の渡り方や歩道の歩き方の話を聞き、後半は実際に学校の周りを歩いて、

交通安全について学習しました。５月は年間で一番交通事故が発生する月ともいわれて

います。新年度が始まって３週間。新しい生活に慣れたところで気が緩み、事故につな

がってしまうケースもあるので注意が必要です。 

大原小では子ども達が安心して登下校をすることができるように、交通指導員の方が 

毎日通学路を見守ってくださっています。ご家庭でもぜひ、安全な登下校の仕方につい

て話題にしていただけると幸いです。 

 

生活指導だより  生活指導委員会 大畠 麻子 

 

ＰＴＡ主催 民話語りの会 
市民科活動部 林 千穂 

４月１６日（土）に、ＰＴＡ主催の民話語りの会がありました。噺家の棗田 真澄（な

つめだ ますみ）さんをお招きして、お話（民話や落語など）を聞く催しです。毎年実

施しており、今年で１７年目。子ども達も教職員も、とても楽しみにしていました。 

今年度は、低学年（１・２・３年生）と高学年（４・５・６年生）に分かれてお話

を聞きました。低学年の部では、ぼたもちが蛙に変わる話で、特に盛り上がりました。

そして、今回は鍵盤ハーモニカで１年生をお祝いするメドレーを演奏していただきま

した。演奏の仕方も普通のやり方で 

はなく、額で演奏をしていて、驚き 

に包まれていました。 

 お話を聞くだけで、想像の世界が 

広がります。とてもすてきな学びの 

機会になりました。    


