
校長 植村 洋司

会 

関わりを大切に 
副校長 新屋由美子 

今年は、ふだんよりも季節の進みが速く、校庭の藤の花はあっという間に盛りが過ぎてしまいま

した。今は、校門の前のつつじが鮮やかな花を咲かせています。学校の中は例年通り、この時期に

なると、６年生が見守る中、１年生は自分一人で朝の準備が手際よくできるようになってきました。

他の学年の子どもたちも新しい学年での環境、生活にもすっかり慣れてきた様子です。 

高学年の教室に行くと、進級した子どもたちの「めあて」が掲示してあります。「いろんな友達

と仲良くしたい。」「人が気持ちよくなる挨拶をする。」「困っている人を見かけたら何か手伝う。」

「友達をできるだけたくさん誘って外に出てみる。」「下級生のお手本になる。」「友達の考えを

よく聞く。」「相手のことをよく考える。」「自分のことだけでなく周りのことも気にしたい。」

上級生として、学校をまとめる役割になった子どもたちの決意と、周りの人と関わりながら成長し

ていきたいと思う気持ちが表れていました。 

 先日は、６年生と１年生の交流が行われました。今年度も６年生と１年生がペア（１年生の数が

多いので１人で２人の１年生を担当する６年生もいます。）になり、１年間を通して交流をしてい

きます。先日の交流では、ペアの写真を撮ったり、一緒に遊んだりしました。「今だよ。」「カメ

ラの真ん中を見て。」などと声を掛け、１年生と満面の笑みで写真に収まる６年生、「じゃあ次は

向こうに行って遊ぶ？」１年生が遊びに飽きた様子を見て、声を掛ける６年生、教室の「めあて」

に書かれていた通り、一人一人が自分の立てた目標に向かい、関わり方を自分で考え、行動してい

る姿が見られました。 

 新学習指導要領が平成３２年度から全面実施されるのを前に、今年度は一部教科等でその内容を

先行実施してまいります。子どもたちの伸びたいという気持ちを大切にしながら、「久松しぐさ」

「小集団活動」など、人との関わりを大切にした久松小学校のこれまでの取組を生かし、今年度も

充実した教育活動が行われるよう、精一杯取り組んでまいります。 

 

５月の生活目標……勉強や運動をがんばろう 

さわやかな風が心地よい季節となりました。子どもたちは新しい教室や学級にも慣れて、楽しく

連休を過ごすことと思います。 

５月は、体を動かすのに適した時季です。学校では、場所や時間を学年ごとに決めたり、ルール

を決めたりして、仲良く譲り合って遊べるように工夫しています。 

今月も安全に楽しく活動できるように過ごしていきたいと思います。 

◎ 週の重点目標 

第１・２週（ １日～１２日） 

第 ３ 週（１４日～１８日） 

第 ４ 週（２１日～２５日） 

第 ５ 週（２８日～３１日） 

・・・心を込めてあいさつをしよう。 
・・・掃除、給食当番などの仕事を協力してしよう。 
・・・学校の用具を大事に扱い、後始末をきちんとしよう。 
・・・学習と遊びのけじめをつけよう。        （南村）              

 
 

※教材費を年間２回引き落とします。第１回は６月１日（金）です。金額は各学年だよりでお知らせし

ます。明細は年度末にお知らせします。 
※４月号の学校だよりに誤りがありました。（誤）宍倉ミサ子→（正）宍倉みさ子 大変失礼いたしま
した。 
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よろしくお願いします     若林 玲子 
この４月から久松小学校２年２組の担任として着任いたしました。学ぶ意欲に満ちあふれ、友達

に優しく関わっている子どもたちの姿に、輝きを感じます。子どもたち一人一人が学ぶことを楽し

いと感じ、それぞれが自分のもつ力を最大限に発揮することができるよう、力を尽くしてまいりた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  子どもたちと共に      小野 育実 
 新規採用でまいりました小野育実と申します。４月より１年４組を水上先生とともに担当させて

いただいています。久松小学校の伝統を日々感じつつ、子どもたちの元気な姿に私も元気をもらっ

ています。子どもたちと楽しみながら成長していきたいです。 
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新たな気もちで       支倉 絵璃 
葛飾区立鎌倉小学校より赴任しました、３年３組担任の支倉

はせくら

絵璃
え り

と申します。久松小学校の子

どもたちの何事にも頑張る姿に感動しています。学びを次に生かそうとまっすぐな気持ちで話が

聞けます。その気持ちに応えられるような授業を考えるのがとても楽しく感じています。一緒に

成長していけるように日々前を向いて頑張ります。よろしくお願いいたします。 

 

久松小のために    校長 植村 洋司 
 桜の季節から新緑の季節へ、あっという間の１ヶ月。始業式、入学式、保護者会、PTA の会合、

離任式など、一つ一つの新しい出会いを重ねるごとに、凛とした雰囲気と温かさ、強さとしなやか

さなどを感じ、明るく礼儀正しい子どもたち、応援してくださる保護者・地域の皆様、熱心な学校

・園の教職員に恵まれた素晴らしい学校だと実感しています。久松小のために力を尽くします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

ブラスの音とともに      宮澤 裕之 
中央区立月島第一小学校より赴任しました、宮澤裕之です。高学年の音楽専科を担当します。久

松小に赴任して、始業式から校歌を演奏したブラスバンドの素晴らしい音に感動しました。一人一

人が輝いて、音が青空に広がっていきました。久松小学校の伝統あるブラスバンドの演奏はもちろ

ん、音楽の授業、様々な行事を通じて、子どもたちと感動の世界を創っていきたいと思います。 

 

よろしくお願いします     相澤 博之 
 江東区立浅間竪川小学校より赴任しました。４年２組を担任します。先日の離任式で、校歌を

聴きました。一生懸命に歌う姿や響き渡る歌声から、子どもたちの学校を愛する気持ちが伝わっ

てきました。これからの学校生活がとても楽しみです。 

 

 

 

 

 はじめまして       奈良部 淳 
品川区立第一日野小学校より赴任いたしました。３年２組担任の奈良部淳と申します。歴史と伝

統ある久松小学校で働けることを大変嬉しく思います。一つ一つの物事に主体的に取り組み、日々

の成長を実感し合えるような時間を子どもたちとともに過ごしていきたいと思います。「学ぶこと

が楽しい」「友達と関わることが楽しい」といった子どもたちを育んでいきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 



どうぞよろしくお願いいたします     宍倉 みさ子    
 中央区にお世話になり、２８年目。教員として最後の年になると思われる今年、久松小学校に来

ることとなりました。６年生の家庭科と４年生の書写を主に担当します。今年１年、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

素晴らしい挨拶          良元 淑浩 
久松小学校に来て、児童のみなさんの挨拶が素晴らしくて、とても感心しました。そんな久松小

学校の児童のみなさんが、安全で安心して学校生活を送れるように環境整備に努めていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

安全安心の給食を        伊藤 久実子 
 城東小学校からまいりました。小さい学校から大きい学校へ、緊張はありましたがたくさんの子

どもたちに会えて嬉しく思っております。これから調理員さんと力を合わせて安心・安全でおいし

い給食が提供できるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

              初めまして         石井 涼子 
以前にも、区内の小学校で算数講師として、勤務しておりました。御縁がありまして、母の母校

である久松小学校で働きます。楽しい、面白い授業となるよう精一杯努めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

お初にお目にかかります      武蔵 一樹 
今年度から体育指導補助員として勤務させていただきます。私は小学生の時、運動が苦手でした。

しかし、当時の先生方の熱心な御指導があり、運動が得意になりました。私も子どもたちが運動を

大好きになってもらえるように努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

初めまして！         中台 真紀 
 江戸川区にある都立の特別支援学校から参りました。小学校でたくさんの子どもたちに会えるこ

とを楽しみにしてきました。早く久松小学校に慣れて、この学校の一員となれるよう頑張ってまい

りますので、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！      藤原 涼太郎 
 今年度から久松小学校スマイルの担当になりました。スポーツがとても得意なので、子どもたちに

運動する楽しさを知ってもらえるよう指導していきます。どうぞよろしくお願いします。 

初めまして！             羽山 渉 

今年度から久松小学校スマイルの担当になりました。一人一人のもっている力が十分に発揮でき

るよう、楽しく学習をしていけるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いします。 

   

－

－3－ 

 



 

 

 

 

 

 

                                

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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楽しく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月初旬に行われた第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・並び順の確認を中心に行いました。また、毎日安全に登校

するため、通学路での危険な場所を子どもたち同士で話し合い、安全に対する意識も高めること

ができました。 

集団登校は「安全」が第一です。そのために５・６年生を中心とした班長も意欲をもって臨ん

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と思います。                    （大沢） 

１年生サポート 
新年度がスタートしました。1年生にとっては、わくわくどきどきの連続で、毎日が新鮮です。

初めてのことばかりですが、６年生が「１年生サポーター」として、朝から 1年生の教室に来て

身の回りのお世話をしてくれるので安心して１日をスタートすることができます。 

６年生とは昨年の秋、就学時健康診断の時に顔見知りになり、「ひさまつり」の交流や、交流給

食でも仲良く活動した子どもたちもいます。 

サポーターの６年生は、朝の準備のお手伝いをしてくれたり、大型絵本を読んでくれたり、ゲ

ームをしてくれたりします。１年生の教室の掃除もしてくれます。休み時間には一緒に遊んでく

れます。お世話上手な６年生のおかげで、スムーズに朝の支度ができるようになり、一人で名札

が付けられるようになってきました。 

今年度も、６年生と１年生で兄弟姉妹ペアを組みました。１対１もしくは１対２で６年生と１

年生のペアをつくりました。より親近感が湧いたり、仲が深まったりすることと思います。いつ

も様子を気に掛けてくれる６年生に感謝の気持ちを忘れず、1年間交流を楽しみ、６年生と共に

心豊かに成長してほしいと思います。                      （南村）                              

（鈴木） 
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クラブ活動 

 ４月２３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。活動時間も、

充実した活動ができるように６０分に設定しています。１２の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・宮澤 サイエンス 千葉・関澤 

パソコン 支倉・太田（倫） 屋内スポーツ 中嶋・川合 

調理・手芸 鈴木・南村 屋外スポーツ 大竹・若林 

美術 古舘・宍倉 屋上遊び 中原・関口 

室内遊び 相澤・菅野 卓球 水上・小野・奈良部 

かるた 太田（知）・大沢 アリーナ 川瀬・冨田 

   （支倉） 
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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・集団宿泊的行事を実施いたします。 

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２７日(金) １１月 ６日(火)   

２年 ４月２７日(金) １１月１３日(火)   

３年 
５月 １日(火) 

１０月１６日(火) 
９月２１日(金)  

６月１３日(水) 

６月１５日(金) 

４年 ４月１８日(水) １０月３０日(火) 
セカンドスクール 

９月１０日(月) ～ ９月１２(水) 
１１月１５日(金) 

５年 ５月１０日(木) １１月２０日(火) 
館山臨海学園 

８月 ２日(木) ～ ８月 ４日(土) 
 

６年 ５月１０日(木) １２月 ４日(火) 
本栖移動教室 

１０月２２日(月) ～１０月２４日(水) 
 

 ※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。      （宮澤） 

 

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掛けをしています。 

また、中央区では昨年度より、区内全小学校において「（情緒障害等）通級指導学級」に変わ

り、「特別支援教室」が開室されました。本校では、それに先立ち平成２８年度より、特別支援教

室が４階の「あおぞら」と３階の「スマイル」で開室しています。 

特別支援教室は、生活上や学習上、支援を要する児童に、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。 

◎本年度は拠点校（有馬小）の担当教員が、「巡回指導教員」として水・木・金曜日に３名で指導

を行います。 

◎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階に設置しています。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、「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 火 B 遠足(3) ﾛﾝｸﾞ 聴力(2) 1 円玉募金 測定(5)  

２ 水 B 地域清掃   聴力(1) PTA 総会 測定(4) PTA 総会 歓送迎会 

３ 木  憲法記念日   憲法記念日  

４ 金  みどりの日   みどりの日  

５ 土  こどもの日   こどもの日  

６ 日       

７ 月 朝会 委員会     

８ 火 B 自転車教室(3) ﾛﾝｸﾞ 尿検査二次(対象者) 眼科  

９ 水 読書   尿検査二次(追加)   

１０ 木 B 遠足(5･6) 給食試食会 ﾛﾝｸﾞ 耳鼻科(2･3･4) バス遠足(4･5)  

１１ 金 読書 個人面談①  歯科(4･6) 家庭訪問･個人面談終 弁当始(3) 安全指導  

１２ 土 B 土曜授業日     

１３ 日       

１４ 月 表彰 ｸﾗﾌﾞ  視力(6) PTA 活動①  

１５ 火 B 個人面談② ﾛﾝｸﾞ 視力(5) PTA 活動② ｸﾘｰﾝﾃﾞｰ  

１６ 水 B    特別支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ来園  

１７ 木 B 個人面談③ ﾛﾝｸﾞ 歯科(1･5) PTA 活動③ 国際理解教室(4･5)  

１８ 金 読書 個人面談④ 交流給食  視力(4) 内科 測定(3)  

１９ 土       

２０ 日      わんぱく相撲大会 

２１ 月 朝会 ふれあいﾀｲﾑ  視力(3)   

２２ 火 B 個人面談⑤ ﾛﾝｸﾞ 視力(2) ﾌﾟｰﾙ開き(5)  

２３ 水 集会 久松しぐさ集会  視力(1) ｸﾘｰﾝﾃﾞｰ  

２４ 木 B  ﾛﾝｸﾞ 眼科(4･5･6) 誕生会  

２５ 金 安全 安全指導 個人面談⑥   親子遠足(4･5) 学年会  

２６ 土       

２７ 日      校友会 

２８ 月 表彰 ｸﾗﾌﾞ   歯科 弁当なし  

２９ 火 B    ﾌﾟｰﾙ開き(4)  

３０ 水 集会 引き渡し訓練   引き渡し訓練 弁当あり  

３１ 木 B  ﾛﾝｸﾞ 耳鼻科(1･5･6) ﾌﾟｰﾙ(5)  

 

＜特別時程のお知らせ＞ 
５月 ２日(水)ＰＴＡ総会・歓送迎会のため   全学年Ｂ時程５時間授業   (下校時刻１４：０５頃) 
５月１１日(金)個人面談のため         全学年５時間授業      (下校時刻１４：４５頃) 
５月１２日(土)土曜授業日(公開なし)のため   全学年Ｂ時程４時間授業   (下校時刻１２：２０頃)    
５月１８日(金)個人面談のため         全学年５時間授業      (下校時刻１４：４５頃) 
５月２５日(金)個人面談のため         全学年５時間授業      (下校時刻１４：４５頃) 
５月２９日(火)校内会議のため         １・２年生はＢ時程４時間授業(下校時刻１３：００頃) 
          〃            ３～６年生はＢ時程５時間授業(下校時刻１４：０５頃)  
     
＜６月の主な行事＞ 
・ １日（金）衣替え 教材費引き落とし 
・ ４日（月）５日(火)スポーツテスト 
・ ８日（金）校内研究授業 
・１３日（水）１５日(金)３年センター教室 

・１４日（木）アスリート来校 
・１６日（土）土曜授業公開 
・１８日（月）プール開き 
・２８日（木）館山臨海学校説明会 

 
＜６月のＢ時程＞  

５日（火） ７日（木） １２日(火) １４日（木） １６日(土) １９日（火） ２１日(木) ２６日(火) ２８日（木） 
 

 
－6－ 


