学校だより
バスの運転手さん

平成２９年１１月３０日
練馬区立北町西小学校
校 長
吉川 文章
第６５９号
校長 吉川文章

先週の全校朝会でこんな話をしました。
私は、去年まで４年間、毎日、石神井公園駅の前から成増駅までバスに乗って通勤していまし
た。今日は、私がその時によく出会っていた運転手さんの話です。
「次は、光和小学校前です」とあらかじめ録音された「音声でのアナウンス」が流れた後、そ
の運転手さんはバスが止まる前に「光和小学校前です」と運転手さんご自身の声で乗客に向かっ
ていつも声をかけられます。初めて出会った時は、ずいぶん丁寧な運転手さんだなと思いました。
運転手さんは、乗ってくる乗客の方一人一人に「おはようございます」と挨拶をされます。私
はバスの一番前の席に座ることが多いので、運転手さんの顔がよく見えます。その運転手さんは、
いつも笑顔で挨拶をされています。その笑顔を見るたびに心が温かくなりました。バスを降りる
人には「どうもありがとうございます」
「気をつけていってらっしゃいませ」と声をかけられます。
「曲がります。お立ちの方は、つり革におつかまりください」
「しばらく停車いたします。発車ま
でお待ちください」などの乗客の方への安全の気遣いなどもしていらっしゃいます。
２５分くらいのバスの時間です。いつもは、窓の外の景色を眺めているか、ぼうっと考え事を
しているかどちらかですが、その運転手さんが運転されるバスに乗った時は、運転手さんの一言、
一言に心が温かくなり幸せになりました。バスを降りるとき、
「ありがとうございました」とお礼
を言うと、運転手さんは「こちらこそありがとうございました」と笑顔で答えてくださいます。
一度だけ、
「いつもこんなに丁寧なアナウンスをされているのですか」と思い切って質問をした
ことがあります。すると、
「乗客の方々が、少しでも安心して安全にバスを利用し、良い気持ちで
お仕事や学校に行ってくださればと思いやっています」と答えてくださいました。
今まで、バスに乗っても、そういった運転手さんはいませんでした。そこまでのサービスをす
ることは、バス会社で決められた仕事の中身には入っていないのでしょう。おそらく、運転手さ
んなりに考えられた心遣いなのでしょう。
「おもてなし」という言葉が、お客様に接する時の日本人ならではの気遣いのこととして定着
しています。相手のことを思いやり、どうしたら嬉しい気持ちになってくれるか、ちょっとした
心遣いをすることでみんなが幸せになる。これは、学校生活の中でもきっとできることでしょう。
この心遣いは、6 年生が最高学年として、委員会をはじめとして学校生活全ての場面で取り組ん
でくれていることでもあります。友達とかかわるグループでの学習や活動、係仕事、給食や掃除
の場面などで今日の話をいかして欲しいなと思います。
「おもてなし」という言葉は、江戸時代から始まったようです。高学年は興味があれば調べて
わかったことを教えてください。5 年生は最高学年に向けて、どのような心構えで残りの４カ月
を過ごしたらよいのかを各自が考えられる機会にしてみてください。
展覧会という大きな行事が終わり、子供たちは、これから、まとめの学習に向かうところです。
１年の終わりに向けてという意味でもあり、学年の終わりに向けてという意味でもあります。全
ての児童が、ちょっとした心遣いができる一つ上の先輩として成長していくよう支援を尽くして
まいります。
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図工専科 石井優絵
11 月 17 日、18 日の二日間の展覧会が無事に終了しました。ご家族揃ってのご来場、
「アンケート」
へのご協力、ありがとうございました。
「わたしをつくる 心の宝もの」というテーマのもと、作品と共に自分の中も成長させながらつく
った「心の宝もの」が会場いっぱいに広がる素敵な展覧会となりました。
多くの方々にご支援ご協力いただきましたことに御礼申し上げます。
「キタニ・シアター 天ノ海」内で流れていた制作過程のビデオ映像ですが、多くの方に図工の時
間を楽しむ子供たちの姿をお伝えすることができ、ご好評をいただきました反面、当日ご覧いただけ
なかったというお声もいただきました。つきましては 1 月の学校公開にて、会議室で再度ご視聴い
ただけるようにしたいと考えております。上映時間は学校公開のお知らせなどで後日お伝え致しま
す。授業参観の合間にお立ち寄りいただけましたら幸いです。

持久走大会について
体育的行事委員

佐藤

1 年生

「すてきなパフェ」

4 年生「キタニシモンスターＧＯ！」

5 年生

「海からの贈りもの」

6 年生「キタニ・シアター

天ノ海」

ユニセフ募金について
友美

11 月 21 日（火）から体力向上旬間が始ま
りました。実施は 12 月 9 日（土）の学校公開、

特別活動部 市村 奈美
北町西小学校では毎年ユニセフ募金を行って
います。
（公財）ユニセフ協会から毎年の募金に
対し「感謝状」が届いています。

雨天時の予備日は 12 日（火）となります。保
護者の皆様の応援をお待ちしております。
・5 年（6 分間走）

8：35〜

・4 年（5 分間走）

9：10〜

・3 年（4 分間走）

9：45〜

・2 年（3 分間走） 10：20〜
・1 年（2 分間走）

10：55〜

・6 年（6 分間走）

11：30〜

感謝状
練馬区立北町西小学校

様

永年にわたるユニセフ募金へのご協力
に、心より御礼申しあげます。
みなさまからの継続的なご支援によって、
開発途上の子どもたちの命と、健やかな
成長が守られています。
今後ともユニセフの活動への変わらぬ

児童の健康に配慮して持久走の練習を行
います。一週間前から「健康観察カード」
もご家庭で記入していただきます。当日の
参加票も付しておりますので、ご覧いただ
き、ぜひ温かな言葉がけをお願いいたしま
す。

ご理解とご協力をお願い申しあげます。

今年度は 12 月 1 日(金)に代表委員会がユニセ
フの活動を紹介する集会を行い、4 日(月)〜6 日
（水）の朝校門に立ち、募金活動をします。ま
た 3〜6 年生の児童昇降口にてエコキャップを
集めるキャンペーンも行っています。併せてご
協力をお願い致します。

特別支援教育コーナー
特別支援教育コーディネーター

江尻

聖子

本校には、
「スター（特別支援教室）
」と「ことばの教室」が設置されています。
どちらの教室も児童一人一人の発達に応じた支援を行っています。今回は、
「基本的な相談の流
れ」についてご紹介します。

スター（特別支援教室）
①保護者の方が支援の希望を担任に伝えます。
②校長との面談を行います。
③スター専門教員が在籍学級での児童の様子

「スター（ＳＴＥＲ）
」とは・・
S「スーパー」T「タレント」
E「エデュケイト」R「ルーム」
の頭文字をとった言葉です。
日本語では「才能開発教室」と
呼びます。

を観察します。
④支援の必要性について、子供支援委員会（校内委員会）で話し合います。
⑤申請に必要な書類を準備し、教育委員会に提出します。
⑥練馬区の利用検討会を経て、スターでの支援が決定します。
※スター（特別支援教室）の詳細は、副校長にお問い合わせください。

ことばの教室
①保護者の方が直接ことばの教室に電話し、相談日時を決定します。
②きこえやことばの検査を行い、保護者の方と面談をします。
③保護者の方へ検査結果をお伝えし、今後の支援方法について話し合います。
④練馬区の入級相談会で教育措置が決定します。
【入級、経過観察、他機関紹介、相談終了（心配なし）

等】

※ことばの心配について、随時相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
北町西小

ことばの教室

６０周年記念行事コーナー

３９３２−７６３１（直通）

副校長

齋藤玲子

平成３０年１０月６日（土）の記念式典、祝賀会に向けて、昨年度から実行委員会を立ち上げ
て計画を進めています。
具体的には、地域を中心の実行委員会と校内の実行委員会です。先日、実施された「開校６０
周年記念バザー」は、地域を中心とした実行委員会の皆様のご尽力のおかげで実施をすることが
できました。森屋正治（もりやまさはる）実行委員長を中心に、月 1 回の実行委員会が開催され
ます。実行委員会のメンバーは、歴代の PTA 会長と現 PTA 役員、北町西小学校の校長、副校長、
担当教員です。直近では１１月２４日（金）に実行委員会を行いました。議事の内容は、バザー
についての会計報告と、これを基に予算の概ねを見積もることでした。また、周辺の学校の周年
行事に参加された実行委員からの報告もありました。
「記念品は、…。」
「こんなことができそうだ
ね。」実行委員の言葉の端々に、子供たちにとって心に残る周年行事にしたいという思いが溢れて
います。

１２月の行事予定
１日

金

５時間授業

個人面談④

安全指導・点検

４日

月

５時間授業

個人面談⑤

たてわり遊び

５日

火

５時間授業

個人面談⑥

連合音楽鑑賞教室（午前

６日

水

学習補充教室

７日

木

２〜６年、５校時終了後下校（会議のため）

８日

金

委員会活動

９日

土

１１日

月

クリーン運動（たてわり班）

１２日

火

持久走大会予備日

１３日

水

午前授業（給食有り）校内研究会（5 校時

１４日

木

Ｂ時程（会議のため）

１５日

金

クラブ活動

１７日

日

練馬区小学校音楽祭（武蔵野音大ベートーベンホール）

２０日

水

学習補充教室

２１日

木

Ｂ時程（研究会のため）

２５日

月

２学期終業式

２６日

火

冬期休業日始

学校公開

５年）

ことばの教室学習発表会

学年持久走大会

体力向上旬間終

ＰＴＡ運営委員会

※12 月 29 日から 1 月 3 日
※３学期始業式

ユニセフ朝会

１年 2 組）

避難訓練

午前授業

給食終

機械警備のため、校舎内への立ち入りができません。

1 月 9 日（火）

給食有り

午前授業

個人情報保護ファイルのお知らせ
２学期の通知表を渡す際に個人情報保護ファイルを使用します。中の通知表はご家
庭で保管してください。ファイルは３学期の始業式の日に学級担任までお戻しくださ
い。
〈スクールカウンセラー

来校予定〉

１２月７日（木） １４日（木） ２１日（木）
※詳細は副校長にお問い合わせください。TEL ３９３２−７２３４

