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牛の糞に感動 
校長 石 井 友 行 

 
子供たちには豊かな人生を送ってほしいと思います。喜びに満ちた人生を送ってほしいと思い

ます。豊かな人生に不可欠なのは「感動」です。感動する心をどう育てるか。難しいですね。私

はそのスタートは好奇心だと思っています。 
好奇心をもつこと、探求すること、新しい発見があること、感動すること。これはつながって

います。子供はもともと旺盛な好奇心をもっています。お家の方々も、子供の質問攻めにあって

困ったことはありませんでしたか。その好奇心を大切に育て探究心につなげていきたいものです。 
そこでタイトルの話です。私は大人になってからファーブル昆虫記を読み直し、昆虫の世界の

すばらしさを再認識しました。中でも糞虫の生態のおもしろさに釘付けになりました。ある年の

夏、家族で高原に旅行しました。そこには牧場があり、牛が放牧されていました。そこで私は牛

の糞を見つけてしまったのです。私は牛の糞のそばにしゃがみ込んで、木の枝で糞をつつき始め

ました。するとどうでしょう。つややかに輝くセンチコガネの仲間が出てきたのです。私は感動

していました。私の娘(当時小学生)は私のそばで糞に見入っています。でも妻は私から遠く離れ
て「知らない人」のようなそぶりをしていました。 
感動の種はどんなところにも転がっています。好奇心がなければその感動の種を見過ごしてし

まいます。では、どうやって子供の好奇心、探究心をのばしていくか。何よりも大事なことはそ

ばにいる大人がいろいろなことをおもしろがること、興味をもつことだと思います。世の中のお

もしろいことを子供に語り続けることが大切です。もしも子供が、 
「これおもしろいね。」 
と言ったら、 
「本当だ。すごいね。おもしろいね。」 
と共感しましょう。この一言で、そのあとの状況はずいぶん変わってきます。 

5 月。動植物の生命が躍動する季節です。散歩にもいい季節になりました。 
ポケット図鑑でも持って、不思議探しに親子で出かけてみませんか。 
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まっすぐで、元気いっぱいの子供たちと

過ごした北町小学校での日々は、大切な宝

物です。支えてくださった保護者・地域の

皆様には、いつもご協力いただきましたこ

と、心より感謝しております。 
           教諭 望月 祐輔 

二年間の短い間でしたが、北町小の全て

の関係の皆様に感謝でいっぱいです。特に

関わらしていただきました児童や保護者の

笑顔に、私も勇気をもらいました。ありが

とうございました。 
   心のふれあい相談員 金谷 閏子 

これまで本当にありがとうございまし

た。北町小学校で過ごした時間は、私にと

って宝物です。北町小にかかわる皆様が笑

顔であるように、願っております。 
教諭 中村 真梨奈 

転出された先生や主事さんたちからのメッセージ 

生活支援員として一年間お世話になりま

した。ほとんどの時間、１年生と過ごすこ

とが多かったですが、広い校庭で元気に遊

ぶ子供たちが大好きでした。私にとってす

てきな一年間でした。 
 学校生活支援員（臨時） 原 のぶ子  

いつも立派にあいさつができる北町小の

子供たちの先生でいられたことが、大きな

誇りでした。いろいろなことにチャレンジ

する姿をずっと見せていってください。お

世話になりました。 
             教諭 森 歩   

学力向上支援講師として一年間お世話に

なりました。１年生２年生と楽しく勉強で

きて幸せでした。笑顔で声をかけてくれた

子供たちと先生たちの事は忘れません。お

元気で。今、光八小です。 
     学力向上支援講師 土田 公子 

北町小学校では、教職員や保護者の方々、

児童の皆さん、その他たくさんの方々に大

変お世話になりました。５年間本当にあり

がとうございました。 
         事務補助 山内 祐子 

三年間、大変お世話になりました。元気

な子供たちと一緒に過ごせて、本当に幸せ

でした。保護者の皆様、地域の皆様、お世

話になりました。ありがとうございました。 
            教諭 宮奈 翠 

北町小学校の先生方、PTAや地域の皆様
方には大変お世話になり、ありがとうござ

いました。北町小学校の事を懐かしく思い

出しながら過ごしています。どうぞお元気

でお過ごしください。 
         用務主事 沼野 里美 

北町小学校では、二年間お世話になりま

した。素直で可愛い、北町の子供たちと過

ごせて、とても楽しかったです。ありがと

うございました。 
        用務主事 長尾 浩一郎 

保護者の皆様、地域の皆様、３年間大変

お世話になりました。子供たちの笑顔とパ

ワー、皆様からの励ましの言葉、ご支援に

よって幸せな３年間を過ごすことができま

した。ありがとうございました。心よりお

礼申し上げます。 
副校長 齋藤 玲子 

北町小学校の 10年は私にとって全てが貴
重な経験でした。養護教諭として一回りも

二回りも成長させていただきました。北町

小学校の保護者の皆様、児童の皆さんに感

謝の気持ちで一杯です。本当にありがとう

ございました。 
養護教諭 三浦 悦子 

北町小学校の皆さんは元気いっぱいで、

図工の授業はとても楽しかったです。今年

はアートフェスタがありますね。みんな「自

分らしい」作品を楽しく「のびのび」とつ

くってくださいね。楽しみにしています。 
非常勤教員 鈴木 次郎 

すまいる学級の開級に携わることができ

たこと、そして北町小学校で６年間、子供

たちと大切な時間を共に過ごせたことが本

当に幸せでした。ありがとうございました。     

主任教諭 丸山 卓人 



☆

下校は登校時と同じ道を通ります☆

朝、登校班で通る道が、決められた通学路です。下校時もその通学路を通って帰るきまりになっ

ています。登下校時に安全を見守ってくださる学童擁護の方も、通学路に立っています。万一事故

にあった時、通学路ではない道を通っていると、発見が遅れたり保険がおりなかったりする場合も

あります。お子さんの安全のために、決められた通学路を通って下校するようによく話をしてくだ

さい。

放課後、お子さんはどこで、どんな遊びをしていますか。地域の人の迷惑にならないよう、遊び

や場所を工夫させてください。また、学校の周りにある公園では、ボール遊びが禁止になっていま

す。大人数で遊んだり、ボール遊びをして遊んだりする際には、是非校庭開放をご利用ください。

校庭開放中も、学校にはお菓子やゲームは持ってきてはいけない約束になっています。学校でも

指導していますが、ご家庭でもお声かけをお願いします。

木々の若葉が美しい季節になりました。５月のゴールデンウィークを子供たちが楽しみにし

ています。休み時間に外で遊ぶと汗をかく季節になってきました。また、ゴールデンウィーク

の後から運動会の練習も始まります。毎日清潔なハンカチを忘れずに持たせてください。記名

もお願いします。安全で楽しい学校生活を送ることができるように教職員一同努めてまいりま

す。ご協力の程をよろしくお願いします。

５ 「チャイムの合図を守ろう」月の生活目標

新しい学年の生活も１ヶ月が過ぎ、少しずつ緊張がとれてきました。慣れてくることは大

切ですが、気の緩みも出てくる頃です。学校のきまりをきちんと守り、学習中、休み時間、

給食時間、清掃時間とそれぞれの目的を考えさせて行動することができるように指導してい

きます。まず、最初に「チャイム着席」です。チャイムと共に学習が始められるようにしま

す。慣れと共に忘れ物が目立つようになります。学習道具の準備等、ご家庭でも協力をお願

いします。

☆登校後は並んでまちます☆
◆新しい登校班になって１ヶ月が過ぎました。最初は緊張気味だった班長さんにも、笑顔であい

さつをする余裕が見えてきました。人数が多くなければ１列に整列をして歩くことが安全かと

思います。他の班と一緒になったときは、どちらかがその場で待って、列を増やさずに歩くよ

う指導しています。路側帯の中を歩くのは２列が限度です。歩道や自動車の通りが少ない道で

も、端をきちんと歩かせたいと思います。途中まで付き添ってくださっている保護者、校外委

員の皆様、ありがとうございます。登校後、８時１０分までクラスごとに並ぶよう指導してい

ます。一年生もきまりを守り、上手に並んで待てています。

◆１７日（火）第１回の登校班会議と集団下校を実施します。集合場所まで担当教員が引率をし

ます （すべての班の集合場所まで行くことはできませんが）。

集合場所、集合時刻、通学路の確認をありがとうございました。地区班名簿と共に、日常の

登校指導に活用させていただきます。お世話になりました。

◆９月１０日に一斉防災訓練（引き渡し）があります。詳細は後日お知らせします。

☆個人面談が始まります。下校時刻の確認をお願いします!
５月は６日（金 、１１日（水 、１２日（木 、１７日（火 、２０日（金）に個人面談が） ） ） ）

予定されています。個人面談のため、Ｂ時程で５校時まで授業をして、２時 分頃の下校に10
なります。いつもより早く帰宅しますのでご予定ください。



５月の行事予定 

   月 火 水 木 金 土 日 

２ 全 

離任式 

ふれあい環境学習(4年) 

視力検査(すまいる) 

３ 

憲法記念日 

４ 

みどりの日 

５   

こどもの日 

６  読 

Ｂ時程5時間 

運動会特別時間割始 

遠足(すまいる) 

個人面談① 

寄生虫検査② 

７ ８ 

９ 全 

予備：遠足(2年) 

委員会 

腎臓病検査② 

10 学 

Ｂ時程 

安全指導 

PTA総会15:30～ 

11 児 

個人面談② 

耳鼻科健診(全) 

12 北 

Ｂ時程5時間 

個人面談③ 

眼科健診(全) 

13  

Ｃ時程４時間 

小教育会定期総会のため 

14 15 

16 全  

運動会係活動(6年) 

腎臓病･寄生虫

検査《二次》 

17 学 

Ｂ時程5時間 

登校班安全指導 

個人面談④ 

18  

4時間授業 

運動会全体練習

研究授業(6年) 

19 北 

予備：遠足(3年) 

20 読 

Ｂ時程5時間 

Ｂ時程４(すまいる) 

避難訓練 

個人面談⑤ 

21 

 

22 

 

23 全 

クラブ 

24  

運動会全体練習 

25 北 

劇団四季 

子供劇場（6年） 

26 読 

たてわり班会議① 

 

 

27 学 

Ｂ時程４(6年以外) 

Ｂ時程５(6年) 

運動会前日準備(6年) 

28 

運動会 

29 

 

30 

振替休業日 

31 全 

水泳指導事前健診

(対象児童) 

6/１ 読 

新体力テスト始 

読書月間始 

２ 読 

 

３ 教師読み聞かせ 

予備：遠足(すまいる) 

Ｂ時程5(すまいる) 

移動教室説明会(6年) 

内科健診(高) 

４ 

 

５ 

 

全 全校朝会  児 児童集会    音 音楽朝会  体 体育朝会  

北 北町タイム  学 学級の時間  読 読書タイム  

                           
                                                                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせとお願い 

○５月28日は運動会です。詳細については、後日プリントでお知らせいたします。 

○５月6日に給食費の第１回目の引き落としがあります。４月、５月の２ヶ月分が引き落としになります。 

○５月10日に練馬区学校連絡メールの配信テストを行います。未登録の方は、ご登録をお願いします。 

一年生を迎える会 ４月２１日（木） 

 一年生の入学を全校児童で祝いました。 

代表委員会が工夫をこらしたゲームを行っ 

たりドレミの歌を歌ったりして会を盛り上 

げました。 

 


