
                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
学 ぶ 構 え －その２－ 

校 長 佐 々 木 秀 之  
  

桜の花はすっかり葉桜に変わり、太陽の光を透かして見る若葉はなんともいえない青々とした美しさを

見せています。94 人の一年生もすっかり学校に慣れ、教室からは楽しそうな笑い声や歌声が聞こえてくる
ようになりました。 
来週から元号は「平成」から「令和」に変わります。連休明けは、心新たに夏休みまでの目標をもって迎

えたいものです。 
＊ 

 昨年 5 月の学校だより「学ぶ構え」より……そもそも日本の教育は身体から入る教育であり、正座をし
て姿勢を崩さずに「学ぶ構え」をつくり、姿勢を崩したいという気持ちと戦うことで自分の身を律すること

を同時に行い、自然に「学ぶ構え」を訓練していたというのです。（中略）「学ぶ構え」がない人に何かを教

えようとしても、少しも吸収してもらえません……と書きました。 
 もう一つ、学ぶ構えとして大切なことは、人の話に耳を傾け、我慢をしてでも聴くことだと思います。し

っかりと聴くということが、学ぶということの基本であり、聴くという学ぶ構えができている人は、他の人

に対しての意識をきちんともっているということになります。 
 顔はそむけているけれど、友達と話をしているけれど、耳だけは話している人に向けているから大丈夫。

じっとノートや教科書を見つめたまま、でも聞いているから問題ない。残念ながらそれは聞いているとは言

いませんし、全く聴いていません。それらのすべては聞いている「つもり」で終わってしまっています。「積

極的に受動的な構え」を、勉強・読書を通じてつくり上げる。これが学ぶことの基本だと思います。 
 また、学ぶという活動は「素直さ」を育てるものでもあると思います。人の言葉を聴いている間は、自己

中心的な態度をやめていると言い換えることができます。「自分が、自分が」という自己中心的な態度はや

め、100%同意するのではないまでも、話に耳を傾け虚心坦懐に、つまり心をすっきりさせて、まずは相手
の言っていることを受け入れてみようという、素直さを学ぶ活動だともいえます。 

＊ 
学校で最も重要な教育活動である授業は、「聞く」ことと「話す」ことがセットで進められていきます。

「聞く」力と「話す」力が、授業での学習を支える基になる力ということになります。もともと日本人は、

とりわけ「聞く」・「話す」ことに優れていたといいます。 
五感を働かせて聴く。そうすれば、記憶は強く、考える力は深くなります。10 連休を挟みますが、聴く

力を育て、学ぶ構えを身に付けさせる一か月にしたいと考えています。 
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退職・転任された教職員からのご挨拶 

   

☆６年間と、長い間お世話になった大泉小学校。たく 

さんの思い出ができました。歴史ある校舎、広い校庭、

明るく元気な子供たちに囲まれて、毎日学校に通うこと

が楽しかったです。本当にありがとうございました。 

（佐藤 智子） 

 

☆産休を含め、１０年という長い時間、お世話になり 

ました。元気いっぱいの子供たちと過ごした日々は、私

の宝物です。温かくご支援くださった保護者の皆様には

感謝しております。今までありがとうございました。 

（石黑 詩織） 

☆一生懸命な姿、元気な声、にこにこした笑顔、とても

懐かしく感じています。これからも、皆さんの素敵にま

すます磨きをかけてください。保護者の皆様、長きに渡

り温かいお力添えをありがとうございました。 

（比護 明日香） 

☆大泉小学校では、１年間という短い期間でしたが、お 

世話になりました。中休みなどでは、多くの子供たち 

と出会うことができました。ことばの教室で学んだこと 

を活かしていきたいと思います。本当にありがとうござ 

いました。             （増田 享士） 

 

☆自然豊かな大泉小で２年間楽しくお仕事をさせてい 

ただきました。５，６年生の家庭科と２年生の音楽の 

担当でしたが、明るく素直で熱心に学習する子どもたち 

の成長を感じ、やりがいのある毎日でした。２年間あり 

がとうございました。       (友邊 優美子) 

                               

☆退職までの４年間、その後、新人教員の育成教諭として２年

間お世話になりました。最後の年は大泉で役に立ちたいと思い

異動してきての６年間でしたが、大した力になれず心苦しい限

りです。今春、最後に担任した子供達の卒業を見送れたことは

僕にとって幸いでした。土曜日はソフトクリームズを見に参り 

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。（坂上 龍介） 

 

☆２年間お世話になりました。１年目は、いずみ学級の

担任として。２年目は、主に１年生や５・６年生の家庭

科のお手伝いをさせていただきました。いつまでも、挨

拶がいっぱいのすてきな学校でありますように陰なが

ら応援しています。         （藤澤 照子） 

☆都会にある緑豊かな伝統校大泉小での３年間は私の

教員人生で新しい学びになりました。次は住宅街の大規

模校です。大泉で学んだことを生かして頑張ります。今

までありがとうございました。    （益子 茂子） 

 

☆素直で明るく元気いっぱいの子供たちに囲まれて                                                                                                          

幸せな時間を過ごすことができました。皆様、大変お世

話になりありがとうございました。  （槙田 綾子） 

 

☆学力向上講師として算数の指導に３年間携わってき

ました。１年間の指導を通してそれぞれの子供たちの成

長の様子に驚くと共にこれからも算数が好きと思える

子どもに育って欲しいと願っています。（日高 寿成） 

 

☆大泉小で６年間お世話になりました。相談に来てい 

ただいた児童・保護者の方々の努力が主な要因ですが、 

より生き生きした生活への成長への道をともに歩むこ

とが出来たのかもと思っています。ありがとうございま

した。                 （小西 健） 

 

☆大泉小の子供たちと共にたくさんの歌を歌い、合奏 

し、毎日が楽しく素晴らしい１０年間でした。一人一人

の歌声と笑顔は私にとってかけがえのない思い出です。

長い間、本当にありがとうございました。（清水弥佐子） 

 

☆５年間お世話になりました。毎日のマラソン・作 

業・プールなど、どんな時も真剣に頑張る子供たちの姿

にパワーをもらい、その成長を共に喜び、一緒に過ごし

た日々は私の宝物です。本当にありがとうございまし

た。                （高松 美佐） 

 

☆１年間ありがとうございました。五組の厳しくも愛情

のある教育は、私自身の考え方を変えて更に頑張りたい

思いにさせてくれました。これは、五組の先生方と子供

たちのお陰です。感謝しています。   （山村 樹） 

 

☆５年間大変お世話になりました。子供たちの明るい 

挨拶に元気をもらい、毎日楽しく過ごすことができまし

た。ご理解とご協力を頂いた保護者の皆様、地域の方々

には心より感謝申し上げます。     （沼尾 喜好） 



                
              新しく大泉小へ赴任された教職員からの挨拶 

   

☆練馬第三小学校から転任して参りました。３年２組

の担任をします。広い校庭、大きな桜の木、気持ちの

よい挨拶が素敵なこの大泉小学校での、たくさんの新

しい出会いを楽しみにしています。どうぞよろしくお

願いいたします。          （住川 朋子） 

                                                                

☆５年２組を担任します。自然豊かな大泉小学校に来

ることができて、とても嬉しいです。一人一人が自分

の持っている力を惜しむことなく発揮できるよう、子

供たちのやる気・元気・本気・へこたれん気を大切に、

担任も精一杯努力し、できる限りのことをやらせてい

ただきます。            （安野 弓恵） 

 

☆旭丘小学校から異動して参りました成毛しずかで

す。いずみルームを担当します。新しい出会いに、ど

きどきわくわくしています。大泉小学校に早く慣れ、

子どもたちと早く仲良くなりたいと思います。よろし

くお願いいたします。       （成毛 しずか） 

 

☆３年３組を担任します。伝統ある大泉小学校で皆様

に出会えたことを嬉しく思います。このご縁を大切に、

一人一人のかけがえのない「今この瞬間」を見守りな

がら、子どもたちのために誠心誠意努めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。  （井筒 優菜） 

 

☆初めまして近藤恵伍と申します。教員１年目という

事で不安もありますが、誰よりも元気に一生懸命頑張

ります。得意な教科は理科で、好きな事は星や自然を

見ることです。よろしくお願いします。（近藤 恵伍） 

 

☆２年１組を担任します。挨拶のすばらしい子供達 

の担任を持てることを幸せに感じています。もっと子

供達のよいところを伸ばしていけるように指導してい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

（澀谷 征洋） 

 

☆こんにちは。光が丘第四中学校から来ました主事の

本橋です。細かいところに気付く視野の広さをモット

ーにして行きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。               

（本橋 浩之） 

 

 

【 転入職員の紹介 】 

 ４月８日からお世話になっています。 

学校生活支援員（五組）  畠山 知子 先生 

  学校生活臨時支援員（五組）  花塚 崇 先生  

４月１７日からお世話になっています。 

ＡＬＴ  ベリンダ アフリエ 先生 

 

☆初めまして。私は大泉第六小出身です。６年生の時に

連合水泳記録会で大泉小のプールで泳いだことを覚えて

います。今年、縁があり大泉小に来られたことを嬉しく

思います。一年間よろしくお願いします。（畠山 知子） 

                                                                       

☆はじめまして、５組の支援員としてお世話になりま 

す。花塚と申します。大泉小のみんなは元気いっぱいな

のでそれに負けないように頑張りたいと思います。よろ

しくお願いします。           （花塚 崇） 

 

☆すぐに名前を覚えて廊下でニコニコ笑顔で挨拶をして

くれる大泉小の子どもたちが大好きです。音楽を通じて

より一層明るく元気な学校生活が送れるように子どもた

ちと接したいと思います。１．２年生の音楽を担当しま

すが他の学年の子どもたちとも仲良くなれるようにたく

さんお話をしていきます。       （山内すみえ） 

 

☆4月よりスクールカウンセラーに任用されました、吉 

田昌宏と申します。子育てや発達に関する相談等、何か

ありましたら気軽にご相談頂ければと存じます。勤務日

は月曜です。よろしくお願い致します。 （吉田 昌宏） 

 

☆今年度から外国語の授業のお手伝いをさせていただ 

くことになりました。大泉小学校の子供たちと一緒に楽

しみながら教えていきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。  外国語アドバイザー（山崎 智子） 

 

学校だより４月号で、学童擁護の内藤さんのお名前 

の漢字を間違えてお伝えしていました。 

正しくは 内藤昭子（ないとうてるこ）さんです。 

お詫びして訂正いたします。 

 



                

 

 

 

  

５月の予定 

1 水 新天皇即位の日 

2 木 国民の休日 

3 金 憲法記念日 

4 土 みどりの日 

5 日 こどもの日 

6 月 振替休日 

7 火 あいさつ月間始・視力検査（５） 

8 水 水曜時程 視力検査（４）（五） 

9 木 委員会   内科検診（３） 

尿検査2次 

10 金 ４時間授業  

移動教室前日健診（６） 

11 土  

12 日  

13 月 岩井移動教室（６）・視力検査（３） 

交通安全教室（１） 

14 火 岩井移動教室（６） 

視力検査（２） 

15 水 
岩井移動教室（６）・視力検査（１） 

水曜時程・自転車教室（３） 

消防署見学（４） 

16 木 岩井移動教室（６） 

水道キャラバン（４） 

17 金 遠足（１）  消防車写生会（２） 

18 土  

19 日  

20 月 耳鼻科健診（１・４・５） 

21 火 ５時間授業  内科検診（４・五） 

22 水 水曜時程（５時間授業）・眼科検診

避難訓練・地域班下校（5時間目） 

23 木 大泉小お誕生日集会 

クラブ②・心電図（１・転入生） 

24 金 水曜時程 PTA総会  

わくわくタイム 

耳鼻科健診（２・３・６・五） 

25 土  

 

26 日  

27 月 水曜時程（５時間授業） 

内科検診（５）個人面談① 

武石移動教室説明会（５） 

28 火 水曜時程（５時間授業） 

視力検査（６）個人面談② 

29 水 水曜時程  内科検診（１） 

30 木 水曜時程（５時間授業） 

個人面談③ 

31 金 水曜時程（５時間授業） 

個人面談④ 

入学式 

 ４月８日（金）に入学式を行いました。新たに94名の１年

生を迎え、大泉小学校は 517名になりました。当日は、式前

に雨が降っていましたが、元気な１年生のパワーで、式が終

わる頃には、すっかり雨は上がりました。 

新しいことばかりで戸惑うことがあるかもしれませんが、

優しい６年生がサポートしていきます。 

お忙しい中、入学式に来ていただきました方々に御礼申し

上げます。ありがとうございました。 

（教務主任 山﨑元敬） 

１年生を迎える会 

４月12日（金）に１年生を迎える会がありました。１年生

の入学をお祝いして、計画・代表委員会の子供たちが会の計

画や運営を中心となって行いました。 

 １年生は６年生に手を引かれて緊張した面持ちで入場して

きましたが、２年生が作った鯉のぼりを詰めたくす玉を割っ

たり、大泉じゃんけんをしたりする中で楽しそうな表情が見

られました。会を開いてくれたお礼に「たのしいね」の歌を

歌う１年生の姿はとても可愛らしかったです。 

（特別活動部 勝又眞優） 

地域班集会・地域班下校 

 ５月22日（水）に地域班集会・地域班下校が行われます。

詳細につきましては、保護者の皆様あてに別途プリントをお

配りしますのでご覧ください。 

  当日22日は、13時５分から地域班集会、13時45分から地

区班ごとに、地区班担当の保護者の方と教員が付き添い、下

校指導します。子供の安全が脅かされている昨今、地域での

つながりは必要不可欠となっています。心がつながり合い、

みんなで守り合える環境を作っていきたいと考えています。

当日は、11時30分頃、集団下校の練馬区学校連絡メールを配

信しますので、登録をお願いします。            

   (生活指導部 富樫孝太郎) 

５月の生活指導目標  「すすんであいさつや返事をしましょう。」 

 大泉小学校では、各学級で挨拶についてくり返し指導しています。また、５月・11月・２月には２～６年生が各曜日に

担当を振り分け「あいさつ運動」を行っています。運動期間中は朝から明るくさわやかな挨拶が校内に響きます。明るい

さわやかなあいさつが、地域に広がっていくよう粘り強く指導を続けていきます。家庭や地域におかれましても、子ども

たちへの働きかけをよろしくお願いします。                                         生活指導部（ 立田康徳 ） 


