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学校の役割・家族の役割
校長 中嶋英雄
爽やかな空に、鯉のぼりが気もち良さそうに泳いでいます。一生懸命に学び、元気に遊んでいる子
供たちの姿を嬉しそうに眺めているようです。穏やかだけれど活気のある日常があります。
保護者会にはご多用の中、
本当に大勢の皆様に足を運んでいただきました。
学校の方針や年間計画、
ＰＴＡ活動などについてご理解いただいた上で、子供たちのために力を合わせていこうという気もち
を共有していただけたならとても嬉しいです。
子どもが元気で心が安定していてこそ、学校の教育活動は充実します。さらに、育てたい子どもの
将来像を学校と家庭で共有し、それぞれの役割を果たしながらしっかり連動させていくことで、その
成果を上げることができます。
『自立』できるように育てる…私たちが共有する子どもの将来像ではないか、と保護者会でお伝え
しました。
先月号に記載した今年度の重点的な取組内容を含め、
全ての教育活動はここに繋がります。
それぞれの教育活動のねらいを実現するためには、ご家庭の力が欠かせません。
「良い生活習慣」が学力を向上させます。“健康を意識して暮らす” “生活リズムを崩さない”
“テレビを見ながら勉強しない” “本を身近に置く”などを実践してみてください。
全国学力・学習状況調査などによると、○十分な睡眠と朝食をしっかりとる ○勉強とゲームなど
をする時間をきちんと決める ○本をたくさん読む子どもは、テストで良い結果を出しています。
学校でも、“時間を守る”“良い姿勢を保つ”“食後に歯を磨く”などの声掛けや取組を、粘り強
く行っています。良い生活習慣を身につけ、健康で、学習に集中できるようにさせたいからです。
これらの基本を定着させた上で、「家族の触れ合い」がコミュニケーション力を育む土台になりま
す。子どもは分からないことがあれば親に聞き、親は気になることがあれば子どもに話しかけること
のできる状況をまずはつくってあげてください。
そのためには、
子どもはリビングで勉強や読書をし、
また、親子で会話を弾ませながら食事をすることができたらよいですね。
学校でも、“自分から、挨拶する”“目を見て、話を聞く”ことを意識させたり、「聞くこと・話
すこと」の単元を通して表現力を高める授業を組み立てたりしています。子供たちが少しずつ自分の
考えをもち、
進んでコミュニケーションがとれるように、
日々の積み重ねを大切にしていきましょう。
「良い環境」づくりが自立を促します。親自身にやりたいことがあることで、子どもも様々なこと
に興味をもちます。また、子ども扱いせず、お手伝いなど役割を分担して一緒に楽しんでいくうちに、
家族の一員としてやるべき責任を自覚できるようになっていきます。最大の環境は親自身です。
学校でも、当番、委員会、縦割り班、ボランティア活動や様々な交流を通して、自主性や協調性、
リーダーシップなどを育むための体験を工夫しています。
「仕事が忙しくて、子どもとの時間がなかなかもてない」と悩むご家庭も多いでしょう。“子ども
にどうなってほしいか”をじっくり考え、かけがえのない幼児・児童期のゴールデンタイムを大切に
していただければと思います。
５月１日から元号が「令和」となります。「令という麗しき和を築く時代」と新聞にありました。
一人一人が自立し、支え合い、清らかに澄んだ心で世の中が満たされる…そんな平和な時代になった
らいいなと思います。

５月の生活目標

きまりを守り、よりよい生活をおくりましょう
＜５月の行事予定＞
日

主 な 行 事 予 定

曜日

１

水 国民の休日

２

木 休日

３

金 憲法記念日

４

土 みどりの日

５

日 こどもの日

６

月 振替休日

７

火 1～4年朝会 家庭訪問 午前授業 歯科（3・4年）

８

水 体育委員会集会 眼科（全）

９

木 家庭訪問 午前授業 安全指導日

１０

金 離任式 腎臓健診（二次） 1年午前授業 2年以上5時間授業

１１

土

１２

日

１３

月 全校朝会 清掃なし 委員会活動

１４

火 音楽鑑賞教室（5年）ミニなし5時間 聴力（1年） 町探検（2年）

１５

水 縦割り班顔合わせ 聴力（2年） 研究授業（3-1、6-1）

１６

木 新縦割り班清掃始 5時間授業 水道キャラバン（4年）

１７

金 遠足（1・2年） プール（中）

１８

土 自転車安全教室（3年）

１９

日

２０

月 5・6年朝会 清掃・ミニなし PTA総会

２１

火 プール（高） サッカー（2年） 歯科（1・2年）

２２

水 児童集会 プール（低） サッカー（3年） 救命救急体験（6年）
クラブ活動

２３

木 プール（中） 遠足（5年）

２４

金 町探検（2年） 保幼小研修会（1年・幼保教員）

２５

土

２６

日

２７

月 1～4年朝会 プール（高） 清掃・ミニなし5時間 サッカー（1年）

２８

火 小小交流（4年）

２９

水 音楽朝会 プール（低） サッカー（3年） 品川教育の日

３０

木 プール（中） サッカー（2年）

３１

金 学校公開 セーフティ教室

1

土 学校公開 市民科授業地区公開講座

１年生を迎える会

市民科担当

石野 はづき

４月１５日（月）
、１年生を迎える会がありました。 １年生は、ピアノの演奏と２～５年生の温か
い手拍子の中、５年生が持つ花のアーチの下を６年生と手をつないでもらって、とてもにこにこと嬉
しそうに入場してきました。
昨年度の代表委員会が中心となって会を進めました。司会進行、初めの言葉、劇、終わりの言葉と
堂々とした態度でした。レンジャーの劇では、
『わからないことがあれば、ぼくたち上級生に何でも聞
いてください！』と、明るく優しい姿で１年生にメッセージを伝えました。
校長先生のお話の後、１年生の紹介がありました。担任の先生に名前を呼んでもらい、元気に返事
をすることができました。１年生の出し物、歌『こぶた たぬき きつね ねこ』も、笑顔で元気に
歌うことができました。続いて行ったゲーム『かもつれっしゃ』は、５・６年生が先に１年生とじゃ
んけんをするなど、盛り上がり、全校児童で長い列をつくることができました。２年生からは、朝顔
の種とお祝いメッセージが入った首飾りのプレゼントがあり、１年生はとても喜んでいました。
朝や休み時間など、上級生が１年生に温かく声をかける姿を見かけます。１年生が１日も早く城南
小学校に慣れるように、みんなで優しい気持ちで教えたり、遊んだりしてくれることと思います。

１年生と「かもつれっしゃ」

代表委員の「レンジャー」の劇

６年の見おくられて退場

【転任職員の挨拶】
○小杉 謙次 副校長
杉並区立方南小学校から転任いたしました。名
門中の名門、城南小学校で副校長として職務遂行
できることに誇りを感じております。子供たち・
教職員・地域の土台となるべく尽力いたします。
どうぞ、よろしくお願いします。
○松浦 香織 主任教諭
今年度荒川区から異動してきました。歴史ある
城南小学校での毎日に、ドキドキワクワクしてい
ます。笑顔いっぱい元気いっぱいをモットーに、
毎日を過ごしていきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。
○関 さとみ 主任教諭
初めまして。2 年生以上の図工の.授業を受け持
ちます。子ども達がワクワクしながら通ってきて
くれるような楽しい空間・時間を工夫していきた
いと思います。よろしくお願いします！

○北原 令子 主任教諭
江東区立枝川小学校より転入しました音楽
専科の北原令子です。品川区は、２校目になり
ます。２年生から６年生の音楽を担当していま
す。今年度で、１４５周年を迎える歴史のある
学校に赴任することができてうれしく思いま
す。授業での子供たちの歌声も伸びやかで素晴
らしく、これからが楽しみです。どうぞよろし
くお願いします。

○小澤 翔 教諭
今年度世田谷区から転任してきた、4 年 1 組
担任の小澤翔です。元気いっぱいの子供たち、
活気あふれる地域との出会いに、わくわくし
ながら毎日を過ごしています。子供たちのよ
り良い成長を願い頑張りますので、よろしく
お願いします。

○小林 千海 教諭
初めまして。元気いっぱいの子供たちと出会
い、毎日ワクワクしながら過ごしています。子供
たちとともにたくさん学び、笑顔があふれる毎日
を過ごしていけるよう頑張っていきます。よろし
くお願いします。

○笠原 彩香 教諭
初めまして。２年２組担任の笠原です。毎
日元気いっぱいの２年生と勉強したり、鬼ご
っこで遊んだりして、楽しい毎日を過ごして
います。子供たちが楽しく、安全に学校生活
を送れるようにしていきたいです。宜しくお
願いします！

○上田 純子 教諭
はじめまして。
この四月から城南小の一員にな
りました。明るく元気な子供たちに囲まれ、楽し
く過ごしています。一日一日を大切に子供たちと
過ごしていこうと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

○小山 圭子 教諭
千代田区の麹町小学校からきました。休み
時間、場所を譲り合いながらも全力で遊ぶ
子供たちの姿に元気をもらっています。
「わ
かった」
「できた」の声がたくさん聞こえる
授業を目指し、がんばります。宜しくお願い
します。

【退職・転出職員の挨拶】
【退職】
○布施 芳文 主任教諭
教員生活３０年。最後の学校が城南小で私は幸せでした。あたたかい保護者や地域の方々。最
高の子供たち。優しい先生方に囲まれ、本当に感激の毎日でした。ありがとう品川。ありがとう
城南。お世話になりました。お元気で。
【転出】
○圓山 賢吾 副校長
城南小学校に５年間お世話になりました。所
属中を振り返れば、教員生活の中でも楽しく充
実した時期であったと思います。子供たち、保
護者・地域の皆様に大変お世話になりました。
深く感謝いたします。皆様のご健勝をお祈りい
たしております。

○大泉 美奈 主任教諭
城南小のみなさんは、音楽が大好き！と
いう気持ちを顔や体全体で精いっぱい表現
する素直でかわいい子たちでした！一生音
楽を愛する心温かい人に成長してほしいと
心から願い、みんなのことをいつまでも応
援しています！

○橋本 尚子 教諭
城南小学校を離れて早１か月。今通っている
学校は、１３００人越えのマンモス校でお台場
海浜公園の近くの学校です。離れてみて改めて
城南小学校の良さを感じ、懐かしく思っていま
す。今までありがとうございました。

○安井 亜希子 主任教諭
城南小学校で過ごした３年間は、あっと
いう間でした。クラスの子供たちを始め、
クラブや委員会、縦割り班活動など、多く
の子供たちともかかわることができまし
た。今までお世話になった方々に感謝申し
上げます。

○世良 一輝 教諭
昨年度は、大変お世話になりました。城南小学
校のパワフルな児童とともに、毎日を楽しく過ご
すことができました。また、地域の方と一緒に担
いだお御輿は最高の思い出です。一年間ありがと
うございました。

○大郷 良輔 教諭
初めての図工専科でしたが、授業後の図
工ノートを見ることが何より楽しくてあっ
という間の７か月でした。
大切なことは１つのことをずっと続けて
がんばる「継続は力なり」だと思います。
城南小のみなさんが友達を大切に仲良く楽
しく生活することを心から願っています。
保護者の方々にもお世話になりました。

