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楽しみな５月の行事
校長 黒 田 泰 正
さわやかな風が吹く中、麻布小学校に着任して、早いもので１か月が過ぎました。明日から、ゴールデンウ
ィークとなります。
麻布小学校の子供たちの優しい笑顔と教員・主事の仕事に対する意欲、そして保護者の皆様のご協力を感じな
がら日々過ごしております。
さて、４月６日(木)の入学式には、150 人を越す保護者・ご来賓の方々がお越しくださいました。４月１２
日、１３日の合同保護者会には２日間で、多くの保護者の皆様がご出席くださいました。本当にありがとうご
ざいました。
入学式の日から、町会・地域の方々、シルバーの方々が毎朝、春の全国交通安全運動で、六本木・飯倉近辺
の横断歩道に旗をもって立っていてくださいました。またＰＴＡの新・旧役員の皆様も、４月１９日(水)のＰ
ＴＡ総会に向けて日々、準備で何回も学校に足を運んでくださったり、パトロールをしてくださったりしてい
ます。町会の皆さんもＰＴＡの皆さんも、麻布小学校の子供たちの安全をいつも気にかけて下さっていま年目
の伝統ある麻布小学校にこれたこと、例えようのない喜びでいっぱいです。これまでの歴代の校長先生を始め
とする先生方、歴代 PTA 会長を始めとする保護者の方々、地域で長年支えてくださった同窓会や町会の方々
が作り上げてこられた麻布小学校の教育を大切にして、引き継いでいく所存です。どうぞよろしくお願いいた
します。す。本当にありがたいことです。
さて、５月は全校遠足(５月８日(月))と、運動会(５月２７日(土))と２つの大きな行事が続きます。これらの
行事を通して子供たちや教職員とともによりよい思い出づくりをしていきたいです。
全校遠足「わくわくハイキング」では大田区多摩川台公園へ行きます。麻布小学校は人数がちょうどよく、
全員で遠足に行けます。また、東京メトロ南北線沿線の学校である地の利を生かして、電車で乗り換えなしで
行けます。学年ごとや、低・中・高学年ごとに別れた遠足もよさがありますが、全校で遠足に行って、縦割り
班で遊べることはすばらしいことです。遠足を通して児童に学ばせたいことは、
「公共の心」
「感謝の心」です。
電車の中や、公園では一般の人々といっしょになります。大きな声を出したり、ふざけたり、動きまわったり
しないで、人に迷惑をかけないマナーが必要です。また、昼食のあとには、ゴミがおちていないか確かめてか
ら出発です。そして、道の歩き方、見学の仕方、トイレの使い方等はきちんと並ぶこと、列になって歩くこと
を徹底させています。公園に着いてからも、遊ぶ場所でのルールやマナーをきちんと守らせて、人に迷惑をか
けないことも考えて遊びに入らせたいです。このことは、公園や提供場所への感謝にもつながると思います。
運動会は月末ですが、５月１５日の週から特別時程での練習が始まります。それまでにも、少しずつ体育の
時間での練習が始まっています。校庭では、４月からほとんど毎日、人工芝の上を全力で走る子供たちの姿が
見られてさわやかな気もちになります。５月２２日の週からは、全体練習も始まります。体育着の着用が多く
なります。筋肉痛やすり傷等もあるかもしれません。４年生以上は係りの仕事もあり、その練習や準備の時間
もあります。運動会は「元気な子、たくましい子」を目指した、日常の体育学習の成果をお見せするのが一番
の意義ですが、その他にも集団の一員としての自覚を育て、集団行動をとれるようにすることや、競い合うこ
とで勝ち負けだけでなく相手への心遣いや励ましの心を育てることなどがあります。子供たちの一生懸命さに
また、出会えることが楽しみです。
どちらの行事もできればよい天気のもとでやらせたいです。天候によっての変更もきちんと準備した中で祈
りたいものです。お弁当づくりや、延期になったときの対応など、ご協力をいただくと思いますが、よろしく
お願いいたします。
どうぞよい連休をお過ごしください。そして、５月もご協力よろしくお願いいたします。

お世話になりました

よろしくお願いします

●あっという間に流れた５年という月日。開校
140 周年記念式典や研究発表会という大きな行事、
子どもたちと一緒に食べた給食、なわとびや算数の
授業、宿泊行事や全校遠足など一つ一つが貴重な宝
物です。皆様のご協力、ご支援に心から感謝いたし
ます。
前校長 菅野 宏隆

○育休を経て、足立区の小学校から異動して参り
ました。とても元気でかわいい子どもたちと、学校
生活を明るく楽しく送っていけるようがんばって
いきます。どうぞよろしくお願いします。
３年２組担任 井口 砂智子

●初めて麻布小学校を訪れた時、窓から見える満
開の桜と東京タワーに圧倒されました。それからの
８年間、様々な事を子どもたちと共に学び、保護者
の方々に支えていただき、充実した日々を過ごすこ
とができました。本当にありがとうございました。
前４年１組担任 瀧島 恭子
●明るく元気な麻布小学校の子どもたちと過ご
した時間はとても楽しく、あっという間でした。運
動会や学習発表会、毎日の日々の会話、すべてが大
切な宝物です。本当にありがとうございました。
前２年２組担任 海老原 裕恵
●麻布小学校にお世話になった５年間は、あっと
いう間のようでした。大都会のなかで南からの明る
い日差しを受ける校庭。良き保護者の方々、かわい
い子どもたちと触れ合い、幸せな時を過ごす事が出
来ました。本当にありがとうございました。
用務主事 田中 裕子

○今年度、１年２組の担任になりました。１年生
と一緒に麻布小学校のことをたくさん覚えていき
ながら、子どもたちに負けないように元気いっぱい
頑張ります。よろしくお願いいたします。
１年２組担任 落合 ひかる
○Hello Azabu! This year is going to be great!
Let’s focus on learning English and making that
fun! See you in the classroom.
（訳）こんにちは、麻布！ 今年は素晴らしいこ
とになりそうです！ 英語の学習に集中して楽し
みましょう！ では、教室でお会いしましょう。
ＮＴ エイバー ハミルトン
○港南中学校より移動してまいりました用務主
事の笹口進です。麻布小学校の児童の皆さんが、毎
日安全に楽しく過ごせるよう努めますので、よろし
くお願いします。
用務主事 笹口 進

●短い間でしたが、お世話になりました。ありが
とうございました。
用務主事 樋口 隆徳

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
昨年度から、発達について気になる児童を対象に、本校においても通級指導を行う特別支援教室を開
室しています。本校では「わくわくルーム」とよんでいます。
特別支援教室は、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、通常の教室内での一斉指導で、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
いてこれまで同様に配置を希望することができます。
特別支援教室の通級を希望される保護者の方は、５月２２日（月）まで
学習支援員の配置を希望される保護者の方は、５月１５日（月）までに、担任、または副校長に連絡
してください。
継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護者につきましても同様にそれぞ
れ５月２２日（月）
、５月１５日（月）までに、担任、または副校長に連絡してください。

■前期委員会紹介
麻布小学校には代表委員会をはじめ７つの委員
会があり、４～６年生が各委員会に所属して学校生
活をよりよくするために活動しています。ここでは、
各委員会の活動内容を紹介します。

◇代表委員会

勝本 雄大

ぼくは、１年生から６年生が気持ちのよいあいさ
つをできるようにぼくたち代表委員会が気持ちの
よいあいさつをします。

◇保健委員会

山崎 充稀

元気な子・やさしい子・考える子
No.2

保健委員会ではおもに保健ボードを各クラスに

４年１組担任 福田 久紘

運んだり、せっけんの中みをふやしたり、水質検査

４年生は、麻布小学校の中では一番人数の多いク

をしたりします。６月の歯の健康集会を楽しみにし

ラスです。その分、毎日にぎやかで笑い声にあふれ

ていてください。なお、みなさんに１つお願いがあ

ています。元気だからこそよく体も動かし、よく体

ります。きれいなハンカチティッシュを毎日身につ

を動かすからこそ転んだりぶつかったりもします。

けるようにしましょう。

◇図書委員会

杉本 星南

そして、時には涙してしまうことも…そんな時、相
手の気持ちを察して「大丈夫？」と優しく声をかけ

私は、１～６年生が図書室で楽しくすごせるよう

る子どもの姿や、その優しい言葉で気持ちを切り替

に本棚の整理や図書室のそうじをがんばります。委

えてまた笑顔で遊びに戻る子どもの姿を見ると、毎

員長として、下学年をまとめたり、読書週間のポス

日の生活の中に「元気な子

ターをつくったりします。みなさんもぜひ図書室に

になるための要素があふれているのだと実感しま

来てみてください。

す。そのためにも日々の生活が充実したものになる

◇放送委員会

よう、環境を整備したり、きっかけ作りをしたりす

杜 欣桐

明るい一日を送れるような放送をしますので毎

考える子 優しい子」

るのが我々の役目なのかなと感じます。ご家庭でも、

日クイズや曲などを楽しみにしてください。

子どもたちが学校で思いっきり活動できるよう、朝

◇飼育委員会

ご飯を食べさせたり早く寝るように声をかけたり

石塚 怜

私は飼育委員のみんなと協力して、金魚やかめへ
のえさやり、アヒルが小屋にいやすいように、きれ

と、しっかりした生活習慣が身に付くよう、ご協力
いただければと思います。

いにそうじをがんばります。アヒルがびっくりする
ので、アヒルを追いかけまわさないでください。

◇運動委員会

須釜 凜人

運動委員の委員長として下学年の手本となるよ
うに朝礼台の上でしっかりと行動したいと思いま
す。体育などで倉庫の道具を使うときは整理整とん
に協力お願いします。

◇集会委員会

亀山 呼幸

みんなが明るく笑顔で一週間最後の日を楽しく
過ごせるようにがんばります。クイズや遊びなど楽
しくできるように工夫するので楽しみにしていて
ください。

■「緊急配信メール」登録について
先日お知らせしました「緊急配信メール」に、す
でに多数のご登録をいただきました。ありがとうご
ざいます。
この「緊急配信メール」は、災害や悪天候などの
緊急時のほか、学校行事等の実施可否の連絡にも活
用する予定です。
５月には、全校遠足、運動会と大きな学校行事が
予定されていますが、登録が済んでいないとメール
が届きません。また、昨年度ご登録いただいた方も
再度登録していただく必要があります。
まだ登録がお済みでない方は、ぜひ登録していた
だきますようお願いいたします。

５月の行事予定
行
日 曜

放課後遊び

事

◎（２～６年あり） ○（３～６年あり）
●（４～６年あり）△（学年による）
×（全学年なし）
↓

１ 月 全 委員会活動②

×

２ 火 読

○

３ 水

憲法記念日

４ 木

みどりの日

５ 金

こどもの日

全校遠足（たてわり班活動③）

９ 火 読 全校遠足予備日（たてわり班活動）
10 水 出 B時程 ４時間授業
消防写生会

×
○

聴力（１・２年） ×
腎臓（二次）

◎

12 金 音 聴力（３・５年）

○

13 土

×

３時間授業

避難訓練（引き渡し）

14 日
15 月 全 クラブ活動②

●

16 火 読 消防写生会（１年予備日）
耳鼻科検診（全校）

×

17 水 運 ４時間授業

×

18 木 ふ B時程

眼科（全校）

腎臓二次予備日

◎

19 金 運（麻布音頭）

○

20 土
21 日
22 月 全体練習 運動会係打ち合わせ（４～６年）

●

23 火 読

○

24 水 全体練習

×

25 木 ふ B時程

◎

26 金 児

×

全体練習予備日

運動会前日準備（１～３年：午前授業）
27 土

運

動

会

×

28 日
29 月

振替休業日

30 火 読 心臓検診二次

○

31 水 出

×

◆凡例

５月８日（月）に東急線多摩川駅近くにある「多
摩川台公園」に行きます。縦割り班ごとに、先生や
主事さんが用意したアトラクションをまわったり、
広場で遊んだりします。当日の持ち物や雨天時のこ
となどは、事前に配布されたしおりやプリントでご
確認ください。
なお、雨天の場合は９日（火）に延期となります。
５月 13 日（土）に災害発生時等に円滑に児童を保
護者の皆様に引き渡せるよう、避難訓練の一環とし
て引き渡し訓練を行います。詳細につきましては後
日配布されます印刷物をご覧ください。

７ 日

11 木 ふ B時程

★全校遠足

★引き渡し訓練

６ 土
８ 月

５月の生活目標
「学校のきまりを守ろう」

全･･･全校朝会

運･･運動朝会

児･･･児童集会

音･･･音楽朝会

読･･･読書の時間 出･･･出張スピーチ
ふ･･･ふれあいタイム

★運動会
５月 27 日（土）に運動会が行われます。ゴールデ
ンウィークが明けると、いよいよ練習が本格的に始
まります。子どもたちは力いっぱい運動を楽しみな
がら、みんなで力を合わせて一つのものを作り上げ
るという大きな目標に向かって頑張ります。ご声援
の程、よろしくお願いいたします。
尚、当日の天候によっては延期となる場合もあり
ますので、本校ホームページや緊急配信メールで実
施の可否をご確認ください。

☆入学式
４月６日（木）に１年生 41 名が入学しました。入
学式には５・６年生が出席し、６年 石塚 怜さん
が代表で挨拶をしました。入学をお祝いして２年生
が歌と合奏をプレゼントしました。

☆春の読書週間
子ども読書の日（４月 23 日）に合わせ、本校でも
読書週間が始まりました。５月２日の朝には校長先
生をはじめ、先生方による読み聞かせがあります。
期間中の昼休み（B 時程や行事のない日）には図書
室で図書委員による紙芝居や読み聞かせを行いま
す。この機会にたくさんの本に触れましょう。
■読書週間 ４月 20 日（木）～５月 19 日（金）
◆６月の主な予定
１日（木）B時程
５日（月）体力調査始 委員会活動③
腎臓三次
６日（火）たてわり班活動④
７日（水）B時程 ４時間授業
８日（木）B時程 新体力テスト（全）
９日（金）歯の健康集会
１２日（月）クラブ活動③
１３日（火）避難訓練（不審者対応）腎臓三次
１４日（水）モアレ検診（５年）
１５日（木）交通安全教室（３年）
水泳事前内科検診
１６日（金）脊柱検診（５年）
ちょこボラ①（５校時）
１７日（土）学校公開 ３時間授業
防災訓練（５・６年）
１９日（月）水泳指導始
２０日（火）移動教室説明会（６年）
２２日（木）B時程 通学路点検
２６日（月）クラブ活動④
３０日（金）B時程 定期健康診断終

