
このマークは、セカンドバック登校の日を表わします。

※（ ）は学年を表します。 ※予定は変更することもあります。

日 曜 朝 小学校 幼稚園・ＰＴＡ

１ 火 泰明読書 聴力検査(３・５）

２ 水 ＜水曜時程＞ 聴力検査(１・２） 節句の会

親子給食（１ー１） 遠足（５） 日比谷公園

３ 木 憲法記念日

４ 金 みどりの日

５ 土 こどもの日

６ 日

７ 月 講話 柏遠足（３）

親子給食（１ー２） 委員会活動

８ 火 泰明読書 区学習力サポートテスト (４･６) 安全指導

眼科健診（２･４･６） 眼科健診

９ 水 ＜水曜時程＞ 避難訓練 代表委員会 避難訓練

10 木 泰明読書 遠足（１・２） 弁当参観

11 金 体育朝会 柏セカンドスクール保護者会（４）

金管保護者会

12 土

13 日

14 月 講話 安全指導 身体測定

セーフティ教室 ・バス乗車体験（１）（５校時） 絵本の読み聞かせ（うめ）

登下校安全確認旬間始

15 火 泰明読書 スポーツテスト みゆき通り清掃 遠足（北の丸公園）

16 水 ＜水曜時程＞ 地域別児童会（６校時）

17 木 泰明読書 校長相談日 内科健診（１･３･５） 内科健診 園長相談日

18 金 保健講話 個人面談①

（石川 先生） 登下校安全確認旬間終

19 土

20 日 わんぱく相撲大会

21 月 講話 個人面談② セーフティ教室

22 火 泰明読書 個人面談③ 耳鼻科健診（２･４･６）

柳剪定（５）

23 水 ＜水曜時程＞ 個人面談④ 誕生会

24 木 泰明読書 個人面談⑤ 歯科健診（２･３･５） 歯科健診

25 金 泰明読書 個人面談⑥ バス遠足

26 土

27 日 中央区クリーンデー

28 月 講話 読書週間始 クリーンデー（５校時） クリーンデー

29 火 泰明読書 遠足（６）

30 水 ＜水曜時程＞ 研究授業（６）

31 木 泰明読書 地域巡回指導 銀座街探検

○６月９日（土曜授業参観日）

生活目標
学校のきまりを守って

生活しましょう

校長相談日

５月１７日 ９：００～１４：００



泰明 だ よ り
Taimei・平成 ２４・５

泰明小ホームページ http://www.chuo-tky.ed.jp/ taimei-es/

 

囲の人々に、交通安全を呼びかけながらマナー

やきまりを守り思いやりのある心をもった社会

人に育つことを目指しています。築地警察署に

も、交通少年団があり、団員２９名の内２１名

が泰明の子どもたちです。交通安全パレードに

参加したり、スポーツやレクリエーションなど

幅広い活動を行ったりしています。詳しくは、

築地警察署交通総務 (3543-0110)へお問い合わせ

ください。

消防庁では、「消防少年団」を組織していま

す。この取り組みは、防火防災に関する知識や

技術を身に付けるとともに、規律ある団体生活

を通して責任感ある人間に成長することを目的

としています。防火防災の広報活動などの社会

奉仕活動も展開しています。京橋消防署にも消

防少年団があり、３３名の子どもたちが所属し

ています。４月の日曜日、卒入団・進級式に参

列してきましたが、凛々しい姿にうれしくなり

ました。現在、泰明卒の中学生団員が指導的な

立場にいますが、残念ながら、今のところ泰明

小学校の団員はいません。詳しくは、京橋消防

署警防課 (3564-0119)へお問い合わせください。

また、泰明では、ＰＴＡの皆様のお力をお借

りして、わんぱく相撲やミニバスケットボール、

バドミントン、はねつき、キンボールなどのス

ポーツを通して学ぶ場も用意されています。

小学校の６年間は、人としての基礎を作る大

切な時です。多くの人々と交流し、多様な体験

を重ねることで、知・徳・体のバランスのとれ

た成長を促すことが可能になります。子ども一

人ひとりに合った学びの場を、保護者の皆様と

ともに見つけてほしいと願っています。

気温の上昇とともに、校舎を被うつたの葉が、

日増しにその色を濃くしています。子どもたちは、

新たな学年での生活や学習に、気持ちも新たに生

き生きと取り組んでいます。

さて、今月号では、泰明小学校の学舎以外の多

様な学びの場について紹介させていただきます。

その一つは、中央区立宇佐美学園です。この学

園は、気候温暖な伊豆半島にあり、ぜん息、肥満、

虚弱などの児童が恵まれた自然環境の中での生活

を通して、健康の回復、増進に努めながら学校教

育を受けることのできる全寮制の小学校です。

現在、３年生８名、４年生１２名、５年生１０

名、６年生８名の合計３８名が学んでいます。泰

明からも６年生２名がお世話になっています。入

園式や運動会、修了式などの行事には、在籍校の

校長も訪問し、その活動の様子に触れています。

私も、昨年度は４回、訪問させていただきました

が、訪問する度に、寝食を共にしている子どもた

ちの心のつながりの強さを感じ、そのきびきびと

した行動に感心させられています。体験入学や見

学なども可能ですので、関心のある方はまずは担

任までご相談ください。

２つめは、中央区立の通級指導学級です。有馬

小学校（はやぶさ学級）と、月島第一小学校（つ

ばさ学級）に設置されています。この学級は、在

籍校に通いながら週に１日程度、その児童に応じ

た教育を受けるために設けられた学級です。例え

ば、「集中して学習できるようになってほしい。」

「苦手なことにも諦めないで取り組めるようにな

ってほしい。」といったニーズに対応しています。

こちらも、担任までご相談ください。

これまでご紹介した宇佐美学園・通級指導学級

は、共に教育委員会の設置した教育機関ですが、

これからご紹介するのは警視庁や消防庁が子ども

たちの健全育成のために行っている取り組みで

す。警視庁では、各警察署に「交通少年団」を組

織しています。この取り組みは、活動を通じて周
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多様な学びの場

校長 樋口 昇



笑顔であいさつ はじめまして
副校長 森田 やす子 算数講師 遠藤 悠弥

この 4 月、前副校長の寺﨑康子先生の後任として､ 今年度から泰明小学校で算数講師としてお世話
日本橋小学校から転任してまいりました。泰明小学 になります。算数が苦手な子が教材を使って、見

校の素晴らしい歴史と伝統を受け継ぎ、初心に返っ て、触れることで「わかった」と思えるような授

て全力を尽くしてまいります。泰明小学校の子ども 業をしていきたいと思います。どうぞよろしくお

たちはあいさつがきちんとできています。わたしも 願いいたします。

子どもたちや保護者の皆様、地域の皆様に「笑顔で

あいさつ！」をモットーにしてまいります。これま 初心を忘れずに
でにも増してご支援、ご協力お願い申し上げます。 体育指導補助員 溝部 真治

今年度から泰明小学校に参りました。今感じて
はじめまして いる緊張感やワクワクしている気持ちを忘れず、

音楽 西村 信子 子どもたちとたくさんかかわりながら経験を積ん
足立区立辰沼小学校から参りました。歴史と伝統 でいき、良い関係が築けたらと思います。どうぞ

ある泰明小学校で仕事ができることをたいへん嬉し よろしくお願いします。
く思っています。ここでの新しい出会いを大切に、

共に学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお がんばります
願いします。 栄養士 佐藤 靖子

こんにちは。私はみなさんがおいしく給食を食
こんにちは べている時の笑顔が大好きです。安心、安全、お

１年担任 熊坂 佳太郞 いしい給食作りで、みなさんと楽しい給食の時間
満開の桜と共に、教師としてのスタートを切りま を過ごせるようにしていきたいと思います。どう

した。子どもの笑顔、元気な声、真剣な眼差しにパ ぞよろしくお願いします。
ワーをもらっています。子ども一人ひとりが、楽し
く学校で過ごせるように努めて参ります。よろしく はじめまして
お願いします。 理科支援員 エサッド 絵理奈

理科は「好き」「苦手」など、早速正直な子ど
どうぞ、よろしく！ も達の声を聞いています。「もっと理科を好きに

２年担任 初谷 涼子 なってもらえますように。」日々願いを込めて一
今年度、泰明小学校の子どもたちと共に過ごせる 生懸命サポートしていきたいと思っています。ど

ことを大変うれしく思っています。子どもたちのキ うぞよろしくお願いいたします。
ラキラ輝く目を見て、元気な声を聞くとパワーが湧
いてきます。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

学習指導サポーター 中村 玲子
泰明小学校の元気いっぱいの子どもたちとの時

間がとても楽しいです。楽しく真剣に学習できる

ようにがんばってサポートしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

泰明小の仲間入り ～1年生～
１年担任 今井 由美子

４月６日。今年も元気な５９名の１年生が泰明小に仲間入りしました。その後、対面式、１年生
を迎える会では全校児童の前での挨拶、自己紹介、呼びかけや歌などの出し物も経験しました。チ
ャイムの合図で生活できるようになり、給食の準備や片付け、掃除などもだんだん上手になってき

ました。入学当初緊張していた１年生ですが、今では笑顔あふれる
毎日を過ごしています。
これも、朝の支度を手伝ってくれたり、休み時間に遊んでくれた

り、校内を案内してくれたり、上級生がやさしく１年生を見守って
くれているおかげです。また上級生の表情も下級生の見本になろう
と引き締まって見えます。これからもこのような縦のつながりを大
切にし、互いを思いやる心を育んでいきたと思っています。これか
らますます活発になっていく学校生活の中で、１年生がどんな活躍
をしてくれるのか楽しみです。



平成２４年度

泰明小学校評議員

・安西章次 （銀座５丁目連合町会会長）

・池田東彦 （同窓会会長）

・井手茉莉 （銀座西７丁目町会会長）

・岩澤良平 （つたの会会長・元PTA会長）

・金子友美 （ＰＴＡ役員）

・八児正紀 （ＰＴＡ顧問）

・水野泰輔 （同窓会副会長・青少年委員）

・福島秀夫 （ＰＴＡ会長）

・渡邊明治 （銀座みゆき通り美化会会長）

・渡辺佳通 （同窓会幹事長・元PTA会長）

泰明小学校関係者評価委員

・向山行雄 （帝京大学教職大学院教授)

・村越正則 （前白梅学園大学教授）

・藤井千恵子 （国士舘大学教授）

ご協力お願いいたします
生活指導主任 増渕

武 始業式から早いもので１ヶ月が経ちました。そ

れぞれ進級した子どもたちも、そろそろ生活に慣れは

じめてくる頃です。保護者の皆様のご協力をいただき

ながら、本年度も１年間無事故で安全なよりよい学校

生活が送れるよう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します。今年で特任校４年目

になり、バス通学児童が更に３５名増え、益々多

くなりました。さっそく子どもたちの乗車マナーを

心配される声をいただいています。電車通学児童の

マナーについても同じような事が言えます。今月１

４日から登下校安全確認旬間 がありますが、お子さ

んがマナーやルールを守り安全に通学できているか

日頃からご確認いただくようよろしくお願いいたし

ます。

ＡＬＴ

キャサリン・ストール

４月 ６日（金） １年生５９名が入学しました。中央区長も参列された入学式では、２年生

全員で泰明小の紹介と合唱合奏を、６年生は代表児童が歓迎の言葉を述べま

した。

４月 ９日（月） 定期健康診断が始まりました。また ２年生以上の給食が始まりました。

４月１３日（金） 新しい英語の先生を迎えて、外国語活動の授業が始まりました。

４月１７日（火） ５・６年生が、泰明の上級生とし自覚をもち、学校全体の中心となって活動

することを誓う「立志式」が行われました。午後には、全校保護会が行なわれ

ました。新しいクラス理事が決まり、ＰＴＡの各部会が発足しました。

４月１８日（水） 講堂で「１年生を迎える会」を行いました。１年生は元気よく「さんぽ」

の歌を歌い、全校児童と先生方で名刺交換をし、仲良くなりました。

４月１９日（木） ３年生が「はたらく消防写生会」に出かけました。

６年生の教室に液晶テレビが設置されました。これですべての教室のテレビ

が新しくなり、実物投影機などを活用して学ぶ環境が整いました。

４月２０日(金 ) 離任式が行われました。寺﨑前副校長先生をはじめとする先生方に、1ヶ月

ぶりにお会いしました。感謝の気持ちを込めたすばらしい会になりました。

スクールカウンセラー

赤尾杉 洋

離 任 式１年生をむかえる会入 学 式


