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きまりを応用する力 

副校長  新屋由美子  

 

新学期が始まって１ヶ月が経ちました。子どもたちは学年が一つ上がり、レベルアップした

目標に向かって、取り組んでいるところです。 

 先日、待ちに待っていた学校図書館が改装、新たに開館しました。休み時間になるとたくさ

んの子どもたちが訪れて、広くなった本棚から一つ一つ本を手にとって眺めたり、いすに座っ

て借りたい本をじっくり選んだり、友達と一緒に絵本を読んだりしていました。また、外遊び

は、これまでの屋上や校庭に加えて人工芝の広がる「久松スカイプール＆グリーンアリーナ」

も新たな遊び場になりました。以前より少しゆったり遊べるようになり、学年ごとに割り当て

られた場所で、ボール遊びや鬼ごっこを楽しんでいます。 

 図書館やアリーナなどの新しい施設、広くなった校舎や校庭を使う上で、けがや事故のない

ように使える新しいルール、例えば、上ってはいけないところ、入ってはいけないところなど

を子どもたちに伝えながら使わせています。しかし、新しいルールが全てを網羅しているわけ

ではありません。そんなときも、子どもたちはルールに則って、そして適宜、各自で応用しな

がら、安全に新しい施設を使うことができているようです。 

これまで子どもたちは、「久松しぐさ」等の取組で、「相手を思いやって」「みんなが楽し

く過ごせるように考えて」行動するということを身に付けてきました。新しいルールも、みん

なが気持ちよく過ごすためのマナーの一つであることを子どもたちはしっかり理解できている

のだと思います。新しい環境でも自然にルールを適応させる子どもたちに感心しています。 

 「久松小学校の子どもたちのよいところはきまりをしっかり守れることです。だから、楽し

いことにたくさん時間を使うことができます。」離任式で学校を去られた先生方からいただい

た言葉です。なぜ、その「きまり」があるのかを考え、行動できる子どもたちに育っています。 

 

５月の生活目標……安全な生活をしよう 

 社会生活同様、学校には子どもたちが安全に安心して生活が送れるよう、様々なきまりや約

束があります。自分を守るため、学校での集団生活をより楽しく安全に過ごすためにきまりや

約束があることをしっかり理解してほしいと思います。そして、社会生活においてきまりや約

束を守ろうとする心情を育て、思いやりの心をもって周りの人たちと関わり合ってほしいと思

います。安全・安心な社会生活は、一人一人の思いやりと公徳心が支えています。 

◎ 週の重点目標 
第１・２週（ ２日～ ７日） 

第 ３ 週（ ９日～１３日） 

第 ４ 週（１６日～２０日） 

第 ５ 週（２３日～２７日） 

・・・元気よくあいさつしよう 
・・・集団登校の約束を守り、決められた時刻に登校しよう 
・・・廊下や階段は、静かに右側を歩こう 
・・・学習と遊びのけじめをつけよう 

（松村） 
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 １２ 月  号 

中央区立久松小学校          
久 松 だ よ り 



はじめまして          鍔田 マリ 
 本年度より特別支援教室「スマイル・あおぞら」がスタートし、巡回指導教員として久松小学校に

配属になりました鍔田マリです。子どもたちが、できた！できるを実感でき、自信をもって学校生活

が送れるように支援していきたいと思います。皆様には温かく見守っていただければ幸いです。至ら

ぬこともあるかと思いますが、久松小学校の子どもたちのために力を尽くしていきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

よろしくお願いします         菅野 志保 
 この度、久松小学校に着任いたしました、菅野志保（かんのしほ）と申します。 

新しい学校、新しい環境にとまどっておりましたが、新学期の初日に登校してきた子どもたちのきらきらした目、

眩しい笑顔に心がほぐれ、希望とやる気に充ちたスタートとなりました。 

 久松小学校のかわいい子どもたち一人一人が、充実した学校生活を送れるよう、力を尽くしていきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

笑顔とともに         葛生 裕子 
 毎週火曜日に巡回指導教員として久松小学校にまいります。子どもたちの明るい笑顔がたくさん見られる

よう、また、教室での時間が充実した時間となるよう頑張ります。どうぞ、よろしくお願いします。 

挨拶でつなぐ        小川 美也子 
 今までは、児童数の少ない学級でしたので、久松小学校・五百人以上の子どもたちの、エネルギー

を感じている毎日です。朝、廊下ですれ違ったときに「おはようございます」と挨拶してくれる子が

いるとほっとします。挨拶は人と人をつなぐ大切な言葉です。私も子どもたちや職員の方々と挨拶を

交わしながら、久松小のよさを身に付けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

はじめまして          湯澤 真理子 
 練馬区立田柄第二小学校から転任してまいりました。１年担任として、６年生が１年生を温かくお世話してく

れている様子を見て、久松小学校の素晴らしさを感じています。明るくてやる気いっぱいの１年生と一緒に久松

小学校のことも学び、学習や生活面では、一人一人の子どもに寄り添いながら指導していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 
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はじめまして           川合 晶道 
 今年度から新規採用として久松小学校に赴任いたしました川合晶道と申します。始業式から３週間

程経ちましたが、子どもたちと関わることで自分自身、多くを学んでおります。子どもたちの学校生

活が楽しく充実した一日を送れるよう一生懸命努めてまいります。 

 久松小学校の子どもたちと良い信頼関係を築き、子どもたちと一緒に私自身も大きく成長してい

きたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

よろしくお願いいたします      松村 裕子 
この春、久松小学校にまいりました音楽専科の松村裕子と申します。伝統ある久松小学校に着任し、明るく

礼儀正しい久松の子どもたちと過ごす毎日を嬉しく思っています。 

とりわけ挨拶の声のよさ、明るさは素晴らしく、音楽専科としては、これをしっかり歌声などの音楽表現に

生かしていきたいとワクワクしています。出会いを大切に「久松らしい音楽」を子どもたちと楽しくつくって

いきます。子どもたちはもちろん、保護者の皆様、地域の皆様との御縁を大切にしていきたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

子どもたちが、毎日多くの時間を過ごす学校が、楽しく充実したものになりますよう力を尽くして

いきたいと思います。これからも、さらに様々な場面で活躍する子どもたちのすてきな姿に出会える

ことを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 



法隆寺柱のように、、、      水村 悦郎 
 私は奈良斑鳩の法隆寺が、大好きです。境内の一隅から見上げる五重塔や金堂の美しさ。四天王が

踏みつける邪鬼の素朴なお顔や、見ていると心落ち着く夢違観音様。さらに 1400年も重さに耐えてき

たヒノキ柱。宮大工の故西岡常一氏によれば山で南面していた材は南向きの柱、北面の材は北向きの

柱に使うとのこと。つまり適材適所が寺の寿命を左右する。私も久松小学校で酒井校長のもと、適材

となるべく尽力してまいります。 

  

久松小学校に登校して      由宇 とも江 
朝、久松小学校の廊下や階段で登校してくる子どもたちとすれ違います。そのとき、必ず「おはよ

うございます」と、挨拶をしてくれます。休み時間では、静かに会釈やお辞儀をしてくれます。「い

い子たちだなあ」と久松小学校の子どもらしいしぐさに感心しています。 

 気持ちのよい挨拶から始まる算数学習のこれからが楽しみです。慣れないこともありますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

はじめまして         上原 佳織 

元気よく「おはようございます」の挨拶をしてくれる久松小学校の子どもたちと毎朝を迎えること

ができて嬉しく思います。３年生～６年生の算数少人数授業を担当します。授業では早速、すてきな

姿が見られています。ノートを丁寧に書く子、進んで発表する子、友達の意見をうなずきながら聞く

子。どの子も、算数が「分かる」「楽しい」と感じられるよう指導してまいります。 

はじめまして         長崎 あけみ 
 浜町保育園から来ました。長崎あけみです。 

 お掃除をしているとき皆さんが挨拶してくれるので、とても嬉しく思います。 

 新しい校舎も完成し、とても広い久松小学校ですが、皆さんが気持ちよく学校生活を送れるように、

一生懸命きれいにします。どうぞよろしくお願いします。 

給食を通して伝えたい食のこと     荒井 理子 

今年度久松小学校の栄養士として着任いたしました荒井理子と申します。給食は適切な栄養の摂取

や健康の保持増進だけでなく、伝統的な食文化、食材に対する感謝、正しい食習慣、みんなで食べる

楽しさなど様々なことを伝えられるものだと思っています。安全で美味しい給食を食べ、日常生活に

おける食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培ってもらえるよ

う尽力いたしますので、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            安藤 秀 

今年度から体育指導補助員として着任いたしました安藤秀と申します。日々、久松小学校の子ども

たちの元気なパワーを感じております。体育の授業では体を動かすことだけではなく、考える力や他

者を思う心なども育めるような指導をしたいと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いい

たします。 

－
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はじめまして         岸谷 紀久 

この度、体育指導補助員として赴任いたしました岸谷紀久と申します。伝統あるこの久松小学校で

子どもたちと触れ合う喜びを日々感じております。休み時間に子どもたちと遊んだり、体育の授業の

補助をしたりする中で、子どもたちの体力の向上や豊かな心の育成のために、精一杯努めてまいりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

                                

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

１年生サポート 
新年度がスタートしました。６年生になって子どもたちがとても楽しみにしていることの一つ

に１年生サポートがあります。 

１年生とは昨年の秋、就学時健康診断の時にお手伝いをして、顔見知りになりました。また、

ひさまつりの交流や、展覧会の作品づくりでも仲良く活動した思い出があります。 

挨拶当番や旗当番、委員会の仕事など大忙しの６年生ですが、係の日は朝７時５０分に登校す

ると、にこにこして１年生の教室に出掛けていきます。係の６人は大型の紙芝居を読んだり、朝

の準備のお手伝いをしたり、校庭で一緒に遊んだりします。 

１年生は、幼稚園や保育園で多くを学び経験しているので、６年生が想像するよりもずっとい

ろいろなことができます。６年生から聞いた１年生の印象です。 

「１年生はかわいいです」「思ったよりずっといろんなことができます」「単純なゲームをやっ

ても心から楽しんでくれます」「絵本を読むと目をキラキラさせて聞いてくれて嬉しいです」 

これからもずっと仲良くしていきたいと思う１年生と６年生です。         （水上） 

 

集団登校 

新年度が始まって１ヶ月、新しい班長、副班長を中心とした集団登校にも少しずつ慣れ、みん

なで声を掛け合いながら安全に登校する姿が見られるようになってきました。 

 本校では安全を第一に考え、地域の皆様の御協力を得ながら、学区域を１１の地区に分けた少

人数の班による集団登校を行っています。４月上旬に行われた第１回目の地域別児童会では、新

１年生を迎え、自己紹介や集合場所・集合時刻の確認を中心に行いました。また、登下校をする

際に危険な場所を子どもたち同士で話し合い、注意しなければならない場所を共有することがで

きました。 

集団登校は「安全」が第一です。５・６年生を中心とした班長も「安全」を意識し、意欲をも

って臨んでいます。御家庭でも道の歩き方やマナー、危険箇所などを確認していただき、安全に

登校できるよう声を掛けていただけたら幸いです。                （越智）                   

（越智） 

クラブ活動 

 新年度が始まり、４月２５日から４年生は初めての、５・６年生は新たなメンバーでのクラブ

活動がスタートしました。 

 クラブ活動は、４年生から６年生の児童が学年や学級の枠を超えて、自主的・自治的に取り組

む活動の場です。児童が自ら考え、計画した活動を通して、互いによさを認め合ったり、支え合

ったり、協力し合ったりしながら、よりよい人間関係を築くことを目的とします。今年度も昨年

度に引き続き、充実した活動ができるように活動時間を６０分に設定しています。各クラブで選

ばれたクラブ長を中心に、年間１２回の活動を通してよりよい集団となり活動できることを期待

しています。 

クラブ名 担当者 クラブ名 担当者 

ミュージック 松村 サイエンス 越智・千葉 

パソコン 太田（倫）・髙橋・（上原） 屋内スポーツ 中嶋・関口・（岸谷） 

調理・手芸 鈴木・南村・湯澤・（小川） 屋外スポーツ 杉田・川合・（安藤） 

美術 古舘・菊池・（由宇） 屋上遊び 川瀬・森田 

室内遊び 川島・大沢・（水村） 卓球 水上・幸徳 

かるた 菅野・太田（知）  

（髙橋） 

 －
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遠足・集団宿泊的行事 

 

 今年度は下記の日程で、遠足・集団宿泊的行事が実施されます。 

豊かな自然や文化に触れる体験を通して、仲間との交流を深めたり、公共の場でのマナーを身に

付けたりすることを大きなねらいとしています。また、異年齢による交流や小集団による体験活動

も充実させたいと考えております。今年度すでにいくつかの学年の遠足が行われました。各学年、

子どもたちが安全で楽しく有意義に活動できるよう計画・実施していきます。 

 

学年 遠 足 校外学習 宿泊を伴う行事 センター教室 

１年 ４月２６日(火) １０月１８日(火)   

２年 ４月２６日(火) １０月２５日(火)   

３年 
５月１８日(水) 

１０月２７日(木) 
９月２３日(金)  

６月２１日(火) 

６月２２日(水) 

４年 ４月１９日(火) ９月３０日(金) 
セカンドスクール 

６月 １日(水) ～ ６月 ３日(金) 
１０月２１日(金) 

５年 ５月２０日(金) １１月２９日(火) 
館山臨海学園 

８月 ２日(火) ～ ８月 ４日(木) 
 

６年 ５月２０日(金) １２月１６日(金) 
本栖移動教室 

９月１４日(水) ～ ９月１６日(金) 
 

 ※それぞれの行事の詳しい内容は、学年だよりなどでお知らせいたします。      （古舘） 

 

 

特別支援教室・教育相談紹介 

 本校では、特別な教育的支援を必要とする児童への対応について、特別支援校内委員会を組織し、

よりよい指導・支援について検討し働きかけをしています。中央区では今年度より順次、小学校の

「（情緒障害等）通級指導学級」が「特別支援教室」に変わります。  

本校でも、この４月より特別支援教室が、「あおぞら」と「スマイル」の２部屋を使用して開室さ

れました。 

特別支援教室は、生活上や学習上、困難を抱える児童に、より生活しやすく、より学習しやすくな

るような支援を行う部屋です。 

◎これまでの通級指導学級の担当教員が、「巡回指導教員」として指導を行います。（２名） 

◎特別支援教室専門員（１名）も連絡調整や教材作成、観察記録等にあたります。教員へ臨床発達

心理士等からの助言も行われます。 

 

「教育相談室」は、新校舎の４階に新しく設置されました。東京都から派遣されたスクールカウンセ

ラーと中央区から派遣されている教育相談員が、従来通り「教育相談室」で、児童の悩みを聞いたり、

保護者を対象に『教育相談』を行ったりしていきます。児童の日常の様子を把握し、心理・教育の立

場から一人一人の児童が健やかに成長していけるような対応を保護者の皆様とともに考えてまいり

ます。教育相談室を御利用になりたい方は、初めに担任か副校長に御連絡ください。相談日を設定さ

せていただきます。お気軽に御相談ください。 

                                         （上野） 
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５ 月 行 事 予 定 

 
 

 
 

行         事        予        定 

小        学         校 
幼  稚  園 ＰＴＡ・区 

日 曜 朝学習 行    事 放課後遊 保    健 

１ 日       

２ 月 朝会 地域清掃 5 時間授業  聴力(2) 1 円玉募金 PTA 総会 PTA 総会・歓送迎会 

３ 火  憲法記念日   憲法記念日  

４ 水  みどりの日   みどりの日  

５ 木  こどもの日   こどもの日  

６ 金 安全 安全指導 ふれあいﾀｲﾑ  聴力(1)   

７ 土 Ｂ 土曜授業(ｾｰﾌﾃｨ教室)     

８ 日       

９ 月 朝会 委員会 ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ保護者会(4)  尿検査(2 次) PTA 活動①  

10 火 Ｂ 個人面談① ﾛﾝｸﾞ  PTA 活動② 家庭訪問終  

11 水 集会   歯科(2･6) 遠足(4)  

12 木 Ｂ 個人面談② ﾛﾝｸﾞ 視力(6) PTA 活動③  

13 金 読書 交流給食  視力(5) 安全指導 内科（全）  

14 土       

15 日       

16 月 朝会 クラブ  視力(4) 親子で遊ぼう(3)  

17 火 Ｂ 自転車教室(3) ﾛﾝｸﾞ 視力(3) 遠足(4･5)  

18 水 読書 柏遠足(3)  歯科(1･5)   

19 木 Ｂ  ﾛﾝｸﾞ  ｸﾘｰﾝﾃﾞｰ①  

20 金 読書 遠足(5･6) 給食試食会(1)  視力(2) 身体測定(3)  

21 土       

22 日 
     わんぱく相撲 

校友会(同窓会) 

23 月 朝会 個人面談③    親子で遊ぼう(4)  

24 火 Ｂ 全国学力調査(6)個人面談④ ﾛﾝｸﾞ 視力(1) ﾌﾟｰﾙ開き(5 浜町①)  

25 水 集会 引き渡し訓練 国際交流(4)   眼科(全) 引き渡し訓練 弁当あり  

26 木 Ｂ  ﾛﾝｸﾞ 眼科(1･2･3) ｸﾘｰﾝﾃﾞｰ② 午前保育  

27 金 
読書 清水宏保選手来校(午後) 

個人面談⑤ 

  誕生会  

28 土  日本橋小運動会（久松小）     

29 日  日本橋小運動会（予備日）     

30 月 表彰 ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ   親子で遊ぼう(5)  

31 火 Ｂ ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ予備 個人面談⑥ ﾛﾝｸﾞ ｾｶﾝﾄﾞ事前検診(4) ﾌﾟｰﾙ開き(4 浜町①)  

 

＜特別時程のお知らせ＞ 

・ ２日(月)  ＰＴＡ総会のため          ５時間授業    下校時刻 全学級 １４：４０頃 

・ ７日(土)  土曜授業公開（セーフティ教室）のためＢ時程４時間授業 下校時刻 全学級 １２：１５頃 

・１３日(金)  校内の会議のため          ５時間授業    下校時刻 全学級 １４：４０頃 

・１９日(木)  研究授業のため        ６年１組以外の学級はＢ時程５時間授業 下校１３：４０頃 ６年１組は下校１４：５５頃 

・２３日(月)・２７日(金)  個人面談のため     全学級５時間授業 下校時刻 全学級 １４：４０頃 

 

＜６月の主な行事＞ 

・ １日（水）～３日（金） セカンドスクール（４）   ・２０日（月）      よい歯の表彰式 

・ ６日（月）       避難訓練          ・２１日（火）２２日（水）教育センター教室（３） 

・１１日（土）       土曜授業          ・２７日（月）      音楽鑑賞教室（６） 

・１３日（月）       プール開き 

※６月のＢ時程 ２日（木）７日（火）９日（木） １１日（土） １４日（火） １６日（木） １７日（金） ２１日（火） ２３日（木） ２８日（火） ３０日（木） 

 

－6－ 


