
このマークはセカンドバック登校の日を表します。

※（ ）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

聴力検査 ３・５ 委員会 ５・６ 節句の会１ 水 （ ） （ ）

遠足（５） 弁当参観２ 木

聴力検査（１・２）

憲法記念日３ 金

みどりの日４ 土

こどもの日５ 日

振替休日６ 月

区学習力サポートテスト (４･６) セーフティ教室７ 火

眼科健診 眼科健診

泰明読書 安全指導 りぷりんと（２） 安全指導８ 水

代表委員会

＜水曜時程＞ 避難訓練 内科健診（１･３･５） 避難訓練 内科健診９ 木

全学年５時間授業

体育朝会10 金

土曜授業参観（３時間授業）11 土 ＜水曜時程＞

12 日

講話 セーフティ教室 身体測定13 月

登下校安全確認旬間始

スポーツテスト みゆき通り清掃14 火

泰明読書 地域別児童会（６校時） 遠足15 水

遠足（３）16 木

セカンドスクール保護者会（４）

個人面談①

保健講話 登下校安全確認旬間終 遠足予備日1 金7

（石川先生） 個人面談②

18 土

わんぱく相撲大会19 日

講話 個人面談③20 月

耳鼻科健診 柳の剪定（５）21 火

個人面談④

泰明読書 聴力検査（３・５）22 水

歯科健診（幼３･４･６）個人面談⑤ 歯科健診23 木

泰明読書 個人面談⑥ スポーツデー24 金

25 土

中央区クリーンデー26 日

（ ）27 月 講話 読書週間始 クリーンデー ５校時

遠足（１・２） クリーンデー28 火

＜水曜時程＞ 研究授業（２－２） 誕生会29 水

遠足（６）親子給食30 木

体育朝会 バス遠足31 金

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２１日 ９：００～１４：００

★個人面談期間は、掃除なしの時程になり下校時刻が早まります。詳しくは学年だより等でご確認下さい。

風薫る季節となりました。校庭の鯉のぼりが気持

ちよさそうに揺れています。 『♫おもしろそうにおよ

「こいのぼり」の詩がぴたりと当てはまりまいでる ♩ 』の

す。

私事で恐縮ですが、私の鯉のぼりの原風景さて、

は、何歳のころか、またいずれの場所かは定かでは

ありませんが、祖父に連れられて丘の上から眺めた

の山麓に広がる町のい風景です。大きな富士山とそ

たる所に鯉のぼりの柱が立てられ、色とりどりの真鯉、

緋鯉、吹き流しが風に靡いていました。子ども心にき

れいだと感激したことは確かに覚えています。 「利次

の鯉のぼりはどれか分かるか。」と祖父に問われて「明

神様の横にある。」と答えたことも覚えています。家が

鎮守様の近くにあったからです。あれはどこの場所だ

ったのか成人してから方々を歩きましたが、ここだなと

確信できる場所はありませんでした。しかし、雄大な富

士山と鮮やかな町の風景は今でも忘れません。そし

て、祖父が「利次の…」と言ってくれたことをとても嬉し

く感じたこともです。

子どものころの体験はその後の生き方に大きく寄与

いたします。いわゆる原体験です。私の場合は、端午

の節句、鯉のぼり、武者人形、菖蒲湯など、この季節

には男の子のお祭りがあり、昔からの風習が行われる

日だという潜在的意識や、こういうことは子どもたちに

とっては心地よい出来事なのだから（自分にとっては

そうだったので）子どもたちに伝えてやらなければならな

いという心象風景に絡んでいる使命感のような心理が、

今に生きています。ですから、校庭の鯉のぼりの存在を

子どもたちにも気付いてほしいのです。

泰明 だ よ り
平成 ２５・５Taimei・

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

ところで、校長になって、講話をするようになり、歳

時記のような話をするために、様々な資料本を読む

うちに、日本には春夏秋冬の四季だけでなく二十四

の気という季節、さらには七十二もの候という季節ま

であり、人は季節の移ろいをこまやかに感じとって生

活していたことを知りました。二十四節気七十二候。

私が、こういうことに気を惹かれるのは、やはり、祖

父とのあの経験が心地よかったからだと思っていま

す。鯉のぼりを見ながら感じたことがたくさんあった

からだと考えます。もちろんその時には分からないこ

とですが、後々、季節の移ろいを感じたり、歳時の行

事などに出会ったりすると、あのときの原風景が浮か

びます。

大型連休の狭間ではございますが、いろいろな場

所にお出かけになった折りには、子どもたちに季節

のことやそれと共に伝えられてきた古からの風習に

ついて語ってあげてください。その土地にまつわる

話があればなおいいですね。豊かな休日を過ごして

ほしいです。

ちなみに、今ごろの季節は、穀雨の末候と言うそ

うです。「牡丹華さく」候だそうです。

４／２８ 校庭の上空を泳ぐ鯉のぼり

中央区立泰明小学校 第２７７号

中央区銀座五丁目１－１３

℡ ０３（３５７１）１７６５

０３（３５７１）０６７２Fax

季節の移ろいと原風景

校長 和田 利次



入学して ～新みそらの星、1年生～
１年学年主任 山本 有子

４月８日、今年も元気な６１名の１年生が泰明小に仲間入りしました。対面式、１年生を迎える
会を通して、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。

また、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し

て、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。下級生を慈しむ上級生と、それを

頼りにし、甘えたり、教えを受けようとしたりする１年生とのやり取りは、なんとも温かく、見て
いてほほえましいものです。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
を育んでいきたいと思っています。

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、皆

さんも楽しみにいらしてください。

笑顔を大切に はじめまして
２年担任 豊田 雅子 算数講師 佐藤 惇尚

朝や放課後 汗びっしょりになって遊ぶ姿を見て 今年度から、泰明小学校に算数講師として参り、 、

すぐに泰明小の子どもたちが大好きになりました。 ました。算数が苦手でも得意でも、見てわかる教

笑顔で学校生活を送ることができるように、初心に 材を使った具体的な操作を通して、児童が「わか

かえり、共に学んでいきたいと思います。どうぞよ った 「たのしい」と思える授業を作っていきた」
ろしくお願いします。 いと思います。

がんばります！ はじめまして
３年担任 中村 裕美 スクールカウンセラー 橋本 冬子

素直で明るく優しい子どもたちと一緒に勉強でき ４月から泰明小学校でカウンセラーをしてい
ることを嬉しく思います。出身は鹿児島県です。早 る、橋本冬子です。みなさんが自分らしさを発揮
く学校や地域に慣れたいと思っています。至らぬ点 して日々の生活をエンジョイできるよう少しでも
が多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いし お手伝いできたらうれしいです。ぜひ気軽に声を
ます。 かけてください。

よろしくお願いします はじめまして
非常勤教員 佐藤 京子 コーディネーター補佐 小川さやか

初めまして。定年退職し、非常勤教員となって二 ４月から泰明小学校に赴任しました。子どもた
年目です。基本的には週四日の勤務です。関わる学 ちが充実した学校生活を送ることができるよう、
年は限られてしまいますが、子ども達が楽しく学べ 先生方のお手伝いをしていきます。どうぞよろし
るよう、手助けしていきたいと思います。よろしく くお願いいたします。
お願いいたします。

はじめまして
学習指導補助員 森 祥

今年度泰明小学校のみなさんと一緒に勉強させ
ていただくことになりました。授業中のサポート
や休み時間を一緒に過ごします。週に一日という
少ない日数ですが、子どもたちと一緒に成長して
いきたいと思います。

☆着任しました☆

コーディネーター補佐員 スクールカウンセラー

小川 さやか 橋本 冬子

入学式を終えた１年生 １年生を迎える会離任式

４月 ８日（月） １年生６１名が入学しました。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（火） 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１５日（月） 対面式を行い、 年生が初めて全校児童と一緒に、 整列しました。1
午後、保護者会全体会が行われました。新しいクラス理事が決まり、ＰＴ

Ａの各部会が発足しました。

４月１６日（火） ３年生が「はたらく消防写生会」に出かけました。

４月１９日（金） ６時間目に離任式を行い、樋口前校長先生をはじめとする先生方に、感謝

の気持ちを伝えました。

４月２３日（火） 講堂で「１年生を迎える会」を行いました。１年生は元気よく自己紹介し、

全校児童と先生方で名刺交換ゲームをし、みんな仲良くなりました。

平成２５年度

（ ）泰明小学校・幼稚園評議員 敬称略

・ （ＰＴＡ役員）阿部知美

（銀座５丁目連合町会会長）・安西章次

（同窓会会長）・池田東彦

（つたの会会長）・岩澤良平

・福島秀夫 ＰＴＡ会長）（

（同窓会副会長）・水野泰輔

・八児正紀 （ＰＴＡ顧問）

・吉田清子 （銀座西７丁目町会長）

（同窓会幹事長）・渡辺佳通人

（ ）・渡邊明治 銀座みゆき通り美化会会長

同 関係者評価委員（敬称略）

・向山行雄 （元泰明小学校校長）

（前白梅学園大学教授）・村越正則

・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５年目になり、バス通学児童が更

に増え、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１３日から登下校安全確認旬間 があり

ます。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。



コーディネーター補佐員

小川 さやか


