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月の生活目標  ５月の生活目標 「チャイムの合図を守ろう」 

新しい学年になって１ヶ月が過ぎ、少しずつ新しい生活にも慣れてきました。それと共に気の緩みが出

てくる時期です。チャイムの合図を守り、チャイムと共に学習を始められるよう指導していきます。 

 

 
自分もよく 相手もよく  

校長  田村 亜紀子  

 あっという間に４月が終わり、１年生も少しずつ小学校生活に慣れてきたところです。また、２年生以

上の子供たちも、新しい学年や学級で、新しい学校生活を進めています。 
しかしながら、４月２５日（日）から５月１１日（火）まで、「緊急事態宣言」が発出され、今一度、

新型コロナウィルス感染症拡大防止に向けた一層の取組が必要となりました。このため、異学年での活動

（委員会・クラブ活動など）は、一時、見送りをしました。「１年生を迎える会」も、時期や方法を再検

討しています。引き続き、手洗いの徹底や、密にならない学習活動などを講じ、感染予防に努めてまいり

ます。子供たちも、今一度、自分たちの生活様式を見直して、自分たちの安全を守るための生活の仕方に

ついて考えているところです。 
 子供たちにとって、「密にならない」ことは、なかなか難しいようです。友達とは、ぐっと近づいて話

をしたり遊んだりしたくなります。気を付けていても、自然とくっついているのが子供です。だからこそ、

その近づき方や距離感は、考えなければなりません。 
「自分にとっても、相手にとっても、よい距離感」は、このコロナ禍だけでのことではありません。自

分は楽しいと思っていても、相手は楽しくないと感じていることもあります。そのことを「いやだ」と言

えずに、楽しいふりをしてしまうこともあります。そんなすれ違いは、心の中に小さな「いやだ」を積み

重ねてしまいます。そして、思いがけないところで、それを「爆発」させてしまいます。爆発できればよ

いのですが、それもできずに、どんどんと心の中に暗い思いがたまってしまうと、それを発散させる力も

なくなってしまいます。そうなると、やがて、「どうせ、自分なんか」と、自己肯定感をもてない自分に

なってしまいます。 
 だからこそ、「自分はいいけど、相手も大丈夫かな？」と、相手のことを見て考えることが大切です。

また、いやなことは勇気をもって「私はいやだ」と言うことも大切です。互いに相手の顔色を探り合うの

ではなく、相手の気持ちになって考えたり思いやったりすることが、「よい距離感」を生み出します。 
 学校生活の様々な場面をとらえて、子供たち自身が「自分もよく 相手もよく」となる関係性を作り出

す力が身に付けられるよう、日々の教育活動を進めていきます。 

長期欠席児童への対応について 

「学校は楽しいところ」です。しかし、様々な理由から、欠席をしたり、登校をしぶったりすることもあ

ります。それが長期化すると、子供も保護者の方も、どうやって学校に行くのか分からなくなってしまうこ

とさえあります。そんな時、学校は、担任はもちろん、学年や管理職も一緒になって、保護者の皆様と考え

ていきたいと思います。そのため、次のような手立てを考えていきます。 

・担任などからの電話連絡や家庭訪問による保護者および本人との面談 

・管理職も含めた保護者との面談（本人や関係機関などの同席も含む）など 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

５月の行事予定 

1 土  

2 日  

3 月 憲法記念日 

4 火 みどりの日 

5 水 こどもの日 

6 木 委員会活動 視力検査(１) 

7 金 尿検査回収(１回目) 

8 土  

9 日  

10 月 体育発表会練習始 

11 火 視力検査(１) 

12 水 耳鼻科健診(全) 

13 木 眼科検診(全) 

14 金 
小学校教育全体会総会のため全

校４時間授業 

15 土  

16 日  

17 月 クラブ活動 

18 火 内科検診(１・６)① 

19 水 避難訓練 

20 木 尿検査回収(２回目) 

21 金 
５時間目登校班会議・下校 

心臓検診(１) 

22 土  

23 日  

24 月 体育発表会係活動 (６)⑥校時 

25 火 
体育発表会の全体練習 

内科検診(１・６)２回目 

26 水 全体練習予備日 

27 木 全国学力学習状況調査(６) 

28 金 準備のため４時間授業 

29 土 体育発表会(給食あり) 

４時間授業(１、す１～４) 

６時間授業(２～６、す５・６) 

30 日  

31 月 振替休業日 

※（ ）の中の数字は学年です。 

登校班安全指導 

５月２１日（金）に、今年度初めての登校班会議があり

ます。校庭に登校班ごとに集合して、全体で一斉指導後、

地区ごとに集団下校となります。一斉指導では、安全な登

下校のきまりについて確認をします。ご家庭でも、以下の

ことをお子様とお話しください。 

 

〇集合時間が守られているか 

  〇集合時に班員同士あいさつができているか 

  〇集合場所での待ち方はどうか 

  〇決められたルートを通っているか 

  〇低学年に合わせた速度で歩いているか 

（班長の歩く速さが速すぎないか） 

  〇一列になって前を見て歩いているか 

（他の人と話しながら歩いていないか） 

  〇他の班と合流して話しながら歩いていないか 

  〇雨の日は、特に安全に気を付けて歩いているか 

 

コース別下校のご協力ありがとうございました 

１年生は、自分の通学路で帰ることに慣れるために、コ

ース別下校を行いました。最後の週は、校庭にコース別に

並んだ後は児童だけで帰りました。１年生の保護者の皆

様、お迎えのご協力をありがとうございました。 

朝の登校について 

 ８時１０分が入室になります。そのため、早く登校しす

ぎないように、８時０５分過ぎ頃に学校に着くよう声掛

けをお願いします。 

体育発表会について 

 今年度も、昨年度と同様に感染症対策に十分留意した

上で、体育発表会を行います。 

ご不便をおかけすることが多くありますが、よろしく

お願いします。 

日時：５月２９日（土）予備日：６月１日（火） 

※今後の情勢により変更する場合もございますので 

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 



転入された先生や職員の方からのメッセージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 荒川区立第五峡田小学校から異動し、着任いた

しました髙山千尋と申します。いつでも礼儀正し

く挨拶をしてくれる北町小学校のみなさんと

日々過ごすことができ、大変嬉しく思っていま

す。これからみなさんとたくさんの楽しい思い出

が作れたらいいなと思います。一人一人が楽しく

学校生活を送れるよう、努めてまいります。児童

のみなさん、保護者の皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。       教諭 髙山 千尋 

 １年５組の担任になりました、高木愛華と申し

ます。 
みんなが元気で楽しく登校できるような学級を

作っていきたいと思います。 
みなさんと休み時間にたくさん遊んで、早く仲

良くなりたいです。よろしくお願いします。   

教論 高木 愛華 

 ご縁ありまして、北町小学校へ着任いたしました

西川 大雅（にしかわ たいが）と申します。素晴ら

しい児童、教職員がいる北町小学校に来たことを嬉

しく思います。 
毎日、子供たちが「今日も頑張った。いい一日だ

った。」と手応えと成長を感じられるように、一人

一人の成長を応援したいと考えています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
教諭 西川 大雅 

 初めまして。今年度から新規教員になりまし

た、山下香穂乃と申します。外国語専科として主

に３年生から６年生のみなさんと学習をしてい

きます。明るく元気な子供たちと接すること、と

ても嬉しいです。子供たちが外国に興味をもっ

て、外国語を身近に感じ、親しめるように進めて

いきたいと思います。これからよろしくお願いい

たします。        教諭 山下 香穂乃 

 非常勤教員として、職員室で副校長先生のお手伝

いをすることになりました。元気で明るい子供たち

と接することができることも楽しみです。 
 まだまだ分からないことが多いのですが、北町小

学校の一員として、微力ですが力を尽くしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。    

非常勤教員 齋藤 洋子 

 西東京市立谷戸第二小学校から来ました坪井

展（つぼいまこと）と申します。始業式の前日に

６年生が新学期の学校の準備に一生懸命働いて

いる姿を見て、いい学校だなあと思いました。 
よろしくお願いいたします。 

主任教諭 坪井 展 

 板橋区立前野小学校から異動してまいりました。 
１年１組担任の澤田麻衣です。幼少期から住んでい

る練馬区に勤務できることになり、大変嬉しく思っ

ています。素直でやさしい北町小の子供たちに囲ま

れ、毎日楽しく過ごしています。子供たちが笑顔で

登校できるように努めたいと思っています。どうぞ

よろしくお願いいたします。      
主任教諭 澤田 麻衣  今年度、豊島区立千早小学校から異動してまい

りました３年２組担任の柳澤智子です。廊下です

れ違うときに「こんにちは。」と気持ちの良いあ

いさつをしてくれる子が多く、とても素敵な学校

だなとワクワクしています。北町小学校の子供た

ちと一緒に、たくさんのことを学んでいけるよう

に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。         主任教諭 柳澤 智子 

 みなさんこんにちは。今年度から北町小学校の保健

室の先生となりました、佐藤ふたばです。北町小学校

は、「自分から挨拶をしてくれる人たちが多いこと」

「高学年の人たちが委員会活動を積極的に行ってい

るところ」がとても素敵だなと感じました。これから

みなさんと過ごす中で、すてきなところをもっと見つ

けていきたいと思っています。けがをしたとき、相談

したいとき、いつでも声を掛けてください。児童のみ

なさん、保護者の方々、これからどうぞよろしくお願

い致します。   養護教諭 佐藤 ふたば 



 
 
 
  

新人育成教員として、主に１年５組の児童の皆さ

んと一緒に学習することになりました。北町小学校

は、全校児童７００名以上の大きな学校で、元気で

笑顔あふれる学校だなあ、と思いました。これから、

１年５組の児童だけでなく、クラブや委員会などを

通してさまざまな学年の子供たちとも触れ合える

のを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いし

ます。         非常勤教員 輿石 桂子 

 ２、３年生の図工を担当することになりました。

意欲的で思いやりのあるみなさんと共に学習がで

きることを嬉しく思います。 
 一人一人が「つくったり、かいたりすることが

楽しい！」と思える授業を心掛けていきます。ど

うぞよろしくお願いします。 
講師 瀧澤 春生 

子供たちとの新たな出会いを楽しみにしなが

ら、北町小学校の門をくぐりました。 
 あれから１か月が過ぎようとしています。元気

な北町小学校の子供たちと毎日過ごすことがで

き、うれしく思っています。たくさんのことを発見

したり工夫したりして、子供たちと一緒に学びた

いと思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。        非常勤教員 篠原 俊雄 

 板橋区立緑小学校から参りました斎藤明美で

す。笑顔が輝く北町小の子供たちと共に過ごせる

ことをとても嬉しく思っています。３年生から 
６年生までの算数を担当させていただきます。 
「わかった！できた！」の喜びをたくさん共有

できるようがんばります。どうぞよろしくお願い

いたします。             
講師  斎藤 明美 

 調布市立若葉小学校から着任いたしました石橋

美恵子と申します。初めての音楽の授業の時、子

供たちは元気で、ピアノに合わせてステップを踏

んだり手拍子したり、リズム感のよさにびっくり

しました。みんなが楽しく、笑顔あふれる安心安

全の授業を心掛けて参ります。よろしくお願いい

たします。        講師 石橋 美恵子 

 北町小学校のみなさん、はじめまして。今年度

から事務室で仕事をすることになりました土居由

紀です。学校での仕事ははじめてですが、児童の

みなさんや先生方が安心して学校生活が送れるよ

う、サポートしたいと思っています。よろしくお

願いします。 
事務補助 土居 由紀 

 はじめまして 練馬区立光が丘第八小学校から

１年３組の担任になりました山元美智子です。素

直で明るい北町小学校の子供たちに出会えて、た

いへん嬉しく、これからの毎日が楽しみです。子

供たちが笑顔で、元気に過ごせるように、子供た

ちと共に頑張りたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。                 

教諭 山元 美智子 

 東村山市立野火止小学校から参りました浅川南

です。保護者や児童の皆さんに活用してもらえる

相談室を、心の相談員の永森先生とつくっていき

たいと思います。木曜日に学校におりますので、

いつでも声を掛けてください。よろしくお願いし

ます。     
スクールカウンセラー 浅川 南 

 田柄中学校から来ました和田富子（わだとみこ）

と申します。みなさんと一緒にたくさんのことを

学びながら、楽しく毎日を過ごしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
生活支援員 和田富子 

 明るく笑顔があふれる北町小学校の子供たちと

関わっていくことができて、大変うれしく思いま

す。大学を卒業したばかりで右も左もわからない

新米ですが、これからどんな１年が始まるかとて

も楽しみです。子供たちが毎日楽しく学校に通え

るようにたくさん遊び、共に学んでいきたいと思

います。よろしくお願いいたします。       

教諭 小田 はるな                  


