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いつの時代も学校は
校長 黒田 泰正
さわやかな季節の風が吹く５月の初夏を迎えます。そしていよいよ「平成」が終わり「令和」
の時代になります。世の中では、自動運転の自動車が開発されたり、７４言語に対応したＡＩ翻
訳が開発されたりして、ものすごい勢いでＡＩ（人工知能）が社会の中に入り込んでいます。ま
た、ブラックホールの撮影に成功したり、宇宙の砂を持ち帰る人口衛星ができたりして、ハード
的にはすごい時代、夢のような時代が近づいてきました。私は昭和の半ばに生まれて育ちました
が、子供の頃は明治３１年生まれの母の叔父（私にとっては大叔父）の人と同居していました。
当時７０代の大叔父は「明治がなつかしいよ、明治にもどりたいよ」とときどき私に言っていま
した。「降る雪や 明治は遠く なりにけり」（昭和６年 中村草田男）という俳句も昭和４０
年代にもよく聞いたものです。今はその明治を昭和に置き換えてもおかしくない時代になりまし
た。大叔父の気持ちがわかるようになりました。人生百年時代と言われ、小学校でも教科担任制
や、プログラミング教育等の導入が現実的になってきています。
しかし、どんなに時代が変わろうと、どんなに便利な時代が来ようと、私は、学校教育で豊か
な心を育てていきたいです。「子供と教師、教師と保護者・学校と地域の信頼の心」が教育には
必要です。そして、教育活動は子供たちの人間性や社会性の育成を目指す営みであることと考え
ています。全体保護者会でもお話させていただきましたが、小学校教育は、日々の教育の根幹に
あるものは、子供たちが将来社会に出たときのために、自立できるように、
「確かな学力や体力、
生きる力を身に付ける」「希望や夢をもち、個性を伸ばす」「思い出をより多くつくる」という
ことが最大のねらいと考えています。そして、時間を守る麻布の子、後片付けができる麻布の子、
挨拶のできる麻布の子に育てていきたいと思います。
毎朝、８時頃、黄色い帽子にピカピカのランドセルを背負った１年生が、上学年の子供たちと
登校してきます。お父さんやお母さんと来る子もいます。体は小さいですが、大きな声で挨拶し
て、私に握手かハイタッチをしていきます。初々しい姿の中に無限の可能性が感じられ、この子
たちのためにも、更によい学校にするために一生懸命やろうという気持ちが素直に沸いてきます。
４月１０日（水）と１１日（木）全体保護者会には多くの保護者の皆様がご出席下さいました。
本当にありがとうございました。またＰＴＡの本部役員・運営委員の皆様も、ＰＴＡ総会に向け
ての準備で、何回も学校に足を運んでくださったり、印刷物を作ってくださったりしていました。
本当にありがたいことです。
４月１５日（月）には「対面式」がありました。６年生の子供たちが花のアーチを持つ中、１
年生が手をつないで上手に入場してきました。挨拶や出し物の歌を一生懸命やってとても心温ま
る会でした。上学年の代表の子が「困ったことがあったら、何でも聞いてください。」と言うと、
１年生が皆の呼びかけで「分からないことがあったら教えてください。」と言い、仲良く、優し
い心で全校朝会の列に全員が入りました。今年の麻布の子供たちでいっぱいになりました。今後
とも、ご家庭と地域と一緒になって子供たちを育んでいきます。ご理解とご協力をどうぞよろし
くお願いいたします。
今年度は運動会が６月１日（土）です。ゴールデンウィークの１０連休もあり、練習する日が
限られてきます。安全に気をつけて取り組み、子供たちが活躍でき輝く運動会にしていきたいと
思います。５月もどうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願いします
豊島区の豊成小学校から異動してまいりま
した。元気も、やる気もいっぱいの子供たちが、
毎日楽しく、安心して過ごすことができるよ
う、努めてまいりたいと思います。どうぞ、よ
ろしくお願いいたします。
１年１組 担任 岡村 留里

足立区の小学校から異動してまいりました。
子供たちが楽しく学校生活を送ることができ
るよう、努めてまいります。どうぞよろしくお
１年１組担任 岡村 留里
願いいたします。
４年２組 担任 佐藤 千紗

ご縁があって、麻布小学校にやってまいりま
した。廊下ですれ違うと挨拶をしてくれる児童
がたくさんいて、とても素晴らしい学校だと感
じております。これから皆さんと一緒にいろい
ろなことを勉強していきたいです。どうぞよろ
しくお願いいたします。
１年２組担任 井門 千洋
リーディングアドバイザリースタッフとし
てお世話になります。子供たちが図書室に来る
事が楽しみになるような環境作りに努めてま
いります。どうぞよろしくお願い致します。
リーディングアドバイザリースタッフ （RAS）鹿郷

目黒区の小学校から異動してまいりました。
日本語学級の担当になります。麻布小学校のみ
なさんに会えることを楽しみにしていました。
共に学び、成長していきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。
日本語学級 担当 河井 純恵
Dear students, I look forward to getting to
know you. Let’s work hard,and enjoy
improving your English.
今年、皆さんに会えるのを楽しみにしていまし
た。英語、がんばりましょう。

ネイティブ・ティーチャー（NT）

サマンサ・グロス

昌子

RAS として、図書を担当させていただくこ
とになりました。図書館で働いていた経験を生
かして、子供たちが本に親しみ、楽しい読書活
動ができるように、頑張りたいです。よろしく
お願いします。
リーディングアドバイザリースタッフ （RAS） 社 蓉子
4 月 22 日より、麻布小にやってまいりまし
た。主に 6 年生のクラスに入ることになりまし
た。子供たちのために全力を尽くす所存です。
よろしくお願い致します。
６年１組担任 亀山 大暉

お世話になりました
一年間という短い時間でしたが、大変お世
話になりました。麻布小のみなさんは、廊下
ですれ違うと「おはようございます」
「こんに
ちは」と明るく挨拶をしてくれました。中に
は「てらさん」と呼びかけてくれる子もたく
さんいました。元気で友達思いの麻布小学校
の子供たちと過ごした一年間は、私にとって
大切な宝物です。いつまでもお元気で学校生
活を楽しんでください。
寺岡 聡志
人との関わりの大切さを改めて実感した一年
でした。麻布小学校で学んだことを活かして、
笑顔を増やすために白金の丘学園、本村小学校、
白金小学校でも頑張ります。本当にありがとう
ございました。
奥口 結子

Dear Azabu Elementary School students,
Our time together was short but it was
very fun to study English with all of you.I
hope you continue to study hard! Thank
you for all the great memories!
麻布小学校の子供たちへ
短かったですが、
みなさんと一緒に英語を勉強して
本当に楽しかったです！これから一生懸命勉強して
ください！たくさんいい思い出をありがとうござい
ました。

ネイティブ・ティーチャー（NT）

シエラ・オニール

■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、５～６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

大庭 杏樹

私は、代表委員会として朝のあいさつで、みんな
を元気にしたいです。ぼ金では、お金に困っている
国や、災害にあったところの人たちを助けたいです。
代表委員会は、他にもいろいろな仕事があるけれど、

◇飼育・栽培委員会

岡田 莉佳

飼育・栽培委員会では、主にカメと金魚のえさを

みんながより良い学校生活を送れるようにがんば

やったり野菜に水やりをしたりします。また、月～

ります。

金の曜日ごとに担当を割りふります。私は委員長と

◇保健委員会

宮澤 由紀乃

保健委員会では、朝、各クラスに保健ボードを持
って行きます。中休みには、水質検査やせっけんの
ほじゅうなどもします。
私は、麻布小学校の全員の人が気持ちよくすごせ
るように気を配っていきたいと思います。

◇図書委員会

カルドン ゼノバ

図書委員は、みんなが楽しく本を読めるようにが
んばります。
お願いです。図書室では、走ったり、大声を出し

して、みんながついてくるような優しく責任感のあ
る人になりたいです。

◇運動委員会

大久保 佑輝

運動委員会は、体育館倉庫の整理やボールの空気
を入れたり、運動朝会で企画をしたりします。
楽しく運動を出来るようにしますので、できるか
ぎり、ボールや一輪車は、もとの場所にもどして下
さい。

◇集会委員会

細田 早紀

私たち集会委員会は、毎月、どこかの金曜日に、

たりしないでください。

児童集会を行っています。みなさんが少しでも楽し

◇放送委員会

めるように、たくさんの練習を重ね、よい集会にで

石川 剛太

放送委員は、お昼の放送など、みんなを楽しませ
る委員会です。

きるようにがんばります。みなさんも、集会を、ぜ
ひ楽しんでください。

お願いです。お昼の放送は、静かにして、そうじ
の時間もきちんと音楽の合図で、そうじをしてくだ
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
発達について気になる児童を対象に、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、本校では、通級指導を行う特別支援教室（わくわくルーム）を開室しています。
また、通常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
員を配置しているところです。
現在、これらの支援を受けておらず、今後、特別支援教室の通級あるいは、学習支援員の配置を希望
される保護者の方は５月３１日（金）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長にご相
談ください。
※なお、２学期以降も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の方につき
ましても、継続の確認をさせていただきます。

５月の行事予定
行
日 曜

事

放課後遊び
月（５，６年）火（３，４年）
木（２，３，４年）金（５，６年）

５月の生活目標
「学校のきまりを守ろう」

あり○
なし×

１ 水

即位の日

２ 木

国民の祝日

５月１０日（金）に東京メトロ南北線・東急目黒

３ 金

憲法記念日

線「多摩川駅」近くにある「大田区多摩川台公園」

４ 土

みどりの日

に行きます。縦割り班ごとに、先生や主事さんが用

５ 日

こどもの日

意したアトラクションを回ったり、広場で遊んだり

６ 月

振替休日

７ 火 全
８ 水 運
９ 木 ふ
10 金

★全校遠足

します。当日の持ち物や雨天時のことなどは、事前
○

聴力(２・３年) 田植え（5年）
午前授業 B時程 校内研究

×

安全指導

○

聴力(１・５年)

縦割り班活動
全校遠足

後日配布されます印刷物をご覧ください。

委員会活動

○

14 火 読
15 水 出

B時程 耳鼻科健診（全学年）
消防写生会（2年）
午前授業 B時程

×

16 木 ふ

腎臓（二次）

○

17 金 運

腎臓（二次予備日）縦割り班活動
土曜授業日 ３時間授業
避難訓練（引き取り）

○

20 月 全

×

×

運動会係打ち合わせ（６校時 ５・６年）

21 火 読

○

６月１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。子供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創り上げる
という大きな目標に向かって頑張ります。ご声援の
筒、ハンカチ等を持たせてください。
なお、当日の天候によっては延期となる場合もあ

○
B時程

★運動会

程、よろしくお願いいたします。汗をかくので、水

わんぱく相撲（ヒルズ広場）
心臓欠席者検診 （１３：３０～）

22 水

５月１８日（土）に災害発生時等に円滑に児童を
して引き取り訓練を行います。詳細につきましては

遊び場開放（13:00～17:00）

13 月 全

19 日

校内でオリエンテーリング大会が行われます。

保護者の皆様に引き渡せるよう、避難訓練の一環と

11 土

18 土

なお、雨天の場合は、遠足は中止となりますが、

★引き取り訓練
×

雨天時(校内でのオリエンテーリング大会)

12 日

に配布されたしおりやプリントでご確認ください。

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。

×

4時間授業

眼科健診（全学年）
23 木 集
24 金 音

消防写生会（予備日）

○
×

B時程

25 土

遊び場開放（13:00～17:00）

26 日

遊び場開放（13:00～17:00）

27 月 全体練習 運動会係児童打ち合わせ (６校時) ○
28 火 全体練習

○

29 水 出
30 木 全体練習
前日準備 １～4年
31 金
全校練習予備日

４校時

◆凡例

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

