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顔淵曰わく、回不敏なりと 雖 も、請う斯の語を事とせん。
校長
武 井 利 依
先週まで固かった沈丁花のつぼみが次々と開き、小さな花束のようです。校内のあちらこ
ちらに春を見つけています。校庭のさくらのつぼみもいまにもほころびそうです。
２月の土曜授業とともに「たのしむ 心 るんるん」をテーマにした展覧会をお楽しみいた
だきました。児童も図画工作・家庭科の作品の鑑賞を通して、作者と心を通じ合うことがで
きました。初の試みとなった６年生によるギャラリートークにもお付き合いいただき、励ま
してくださったご来場の保護者の皆様、地域の皆様ありがとうございました。
翌週は女子サッカーチームが大活躍しました。午前の亀田小学校での予選リーグで２戦２
勝し、午後の梅島小学校での決勝リーグに駒を進めました。１試合目は互いに無得点で、そ
の後のＰＫ戦で勝利し、準々決勝で敗退するもベスト８となり、ボールをいただきました。
サッカー大会、女子サッカー大会と続く本校児童の活躍は６年生の力も大きいですが、それ
だけでなしえたことではありません。協力し合った５年生の存在を嬉しく感じています。
２月最後の土曜日、庁舎ホールで２名の児童が足立区の児童褒賞を受けました。また、西
新井文化ホールで行われた「第５５回 合唱・合奏研究演奏会」第３部のトップバッターと
してコーラス部が発表しました｡今朝の音楽朝会で｢そのまんマンボ｣｢ＦＡＣＥ（フェイス）｣
の２曲を披露しました。コーラスを続けてきた２名の６年生とともに歌う最後の発表でした｡
校内では、２年生が中島根郵便局を開き、日頃の思いを文字で伝える機会をそれぞれが楽
しみました。校長室にもたくさんの便りが届き、何度も２年生からハガキを分けてもらい、
お返事を書きました。いただいたお便りには、感謝の気持ちが書かれていたり、お褒めの言
葉が書かれていたり、嬉しく読みました。また、相談事や質問もありました。これをきっか
けに廊下や階段で出会った時にも話しかけてくれると嬉しいです。一つだけ残念なことは、
差出人の名前がなく、お返事を届けられないことです。つながりを大切にしたいものです。
卒業前に行っている６年生数名ずつとの会食でいろいろ話す機会があります。将来のこと
も話題になりますが、中島根小学校の今後についてのそれぞれの思いを語っています。特に
５年生には引き継いでほしいという気持ちにあふれ、期待が表れています。一昨日に行われ
た「６年生を送る会」では、下学年から感謝の気持ちを伝えました。続く｢お別れ会食｣｢お別
れ集会｣と、縦割り班を中心に６年生とともに過ごす最後の貴重な時間を楽しみました。
今年度最終月の論語の章句は１月２月に紹介した問答の続きの部分です。顔淵が「仁」を
問い「人に頼ることではなく自分次第だ」との教えを受け、具体的には「礼に外れたことは
見ない聞かない言わないしないこと」と知った後の決意を述べています。私（回は顔淵のこ
と）は至らない者ですが、お言葉を実行していきたいと思います、と言っています。この
時の真剣な弟子の顔淵と見守る孔子先生とのやりとりが目に浮かぶようです。きっと、下学
年を見守る６年生の表情にも通じるものがあると思っています。６年生の気持ちを受け取る
立場であると自覚し始めた５年生の今後を楽しみにしています。今年度最後のひと月、児童
それぞれが自分自身の１年を振り返り、大きく飛躍する支援を続けてまいります。

体育主任
女子サッカー大会で、今年度のスポーツ大会が全て終わりました。
この１年間、中島根小学校では、水泳大会・陸上大会・サッカー大
会・女子サッカー大会に参加しました。サッカーでは見事な優勝、
水泳大会では男子総合２位という結果でした。さらに、陸上大会で
も男子総合で２位、リレー３位、男女を合わせた総合成績でも３位
という好成績を収めました。
新学習指導要領改訂の基本方針として「主体的・対話的で深い学
びの実現に向けた授業改善の推進」が示されています。これを実現
させるには、常に児童の様子を見て、授業改善にとり組んでいくこ
とであると考えます。
「準備運動やチームの練習を児童だけで考える。」
「運動の場をみんなで考える。」
「グループの仲間でアドバイスをし合う。」
このような姿を目指して、体育の指導を行ってまいります。
最後になりましたが、今年度も中島根小学校の運動会や
持久走大会などの体育的行事にご理解ご支援いただきまし
てありがとうございました。
来年度も改善しながら進めて参ります。よろしくお願い
いたします。
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３月の生活目標：身の回りの整理・整頓をしましょう

３月の行事予定
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※SCはスクールカウンセラー来校日 SSWはスクールソーシャルワーカー来校日
※水曜日 ④…4時間授業 ⑤…5時間授業 ※短…短縮時程

金

土

１
SC
感謝する会６年
１～５年
４時間授業
８
SSW
SC
そろばん教室４年
地域班活動
安全指導

２
足立区百人
一首大会

１６

３

４

５
短 SC
ハッピータイム

６
④
そろばん
教室３年

７
薬物乱用防止教室
６年
保護者会１～５年

１０

１１

１２
SC
バイキング
給食６－１

１３
⑤
クラブ活動

１４
短
ハッピータイム
バイキング
給食６－２

１５
大掃除

１７

１８
卒業式予行
５・６年
１～４年
４時間授業
２５
卒業式

１９ 短 SC
ハッピータイム

２０
⑤
給食終
委員会活動

２１
春分の日

２２
修了式
４時間授業
給食なし

２３

２６
SC
春季休業始

２７

２８

２９

３０

２４
３１

SC

９
土曜授業
新 1 年生
体験入学

学校へは連絡帳を通してお知らせ下さいますようお願いいたします。夜遅く
、あるいは早朝にお電話をいただいても対応できないことがあります。

※３月中に１回、日時予告なしの避難訓練があります。

◆女子サッカー大会◆
監督 山下

昌人

２月１６日に、梅島小学校と亀田小学校を会場に、第２２回足立区女子サッカー大会が行われました。チーム
発足から約１ヵ月、毎回のめあてを決めて練習を積み重ね、見事ベスト８まで勝ち上がることができました。大
会までの期間、選手達は学校での練習だけではなく自主的にも練習をしたりコツを教え合ったりしました。
選手達はサッカーを通して、
「好きなことに本気で頑張るということ」
「本気で取り組んで結果が出た時に心の
底から溢れるうれしい気持ち」
「本気で取り組んで負けた時の涙があふれるほどの悔しさ」そして「経験を一緒に
できた仲間を、かけがえのない大切な存在に感じられるということ」の大切さに気づくことができました。
事務室前にベスト８の記念ボールと写真などを飾ってありますので、是非ご覧ください。応援してくださった
すべての皆様、本当にありがとうございました。

◆６年生を送る会◆
特別活動主任

米田

陽一

２月２６日(火)４校時に６年生を送る会が行われました。続けて実施したお別れたてわり班給食・集会の活
動を通して、６年生の卒業にお祝いの気持ちを伝え、各学年が次学年の活動に思いを抱くことができました。
６年生を送る会・お別れたてわり班給食は代表委員会の５年生が中心となって計画しました。送る会では、
学習の成果を発揮した歌やパフォーマンスなどで各学年がお祝いの気持ちを伝えました。６年生はお礼として
「あなたにありがとう」の合唱と「オブラディオブラダ」の合奏を披露しました。
お別れ集会は、６年生がたてわり班でゲームなどを準備し、５年生がたてわり班のリーダーとなって各教室
をスタンプラリー形式で巡るという活動です。５年生は班のリーダーとして、１～４年生はそれぞれ自分の役
割を果たしながら、チームワークよく活動できました。異学年交流によって育まれた相手の気持ちを思いやる
力を今後の生活でも発揮してほしいと願っています。

わくわくルーム・専科・講師から ～１年間を振り返って～
音楽

西野 由美子

図画工作 米田 陽一
元気よく楽しく歌うことを目標に、この１年間、音楽
子どもたちが自信をもって「こうしたい！」と
の授業の初めに毎回「今月の歌」を歌いました。歌う時 すすんで活動し、のびのびと表現できる図工の時
の笑顔が月を追って増えたように思います。しく
間を目指しています。
これからも頑張ります。

展覧会をご高覧いただきありがと
うございました。

算数少人数

家庭科

歌うことで学級の気持ちが一つになるよう

小出 紀幸

一年間、３年生から６年生の習熟度別の算数を担当
しました。教員になってはじめて、学級担任でない立場
で一年間を過ごしました。あらためて、４学年にわたる
多くの児童とかかわれる楽しさ、専科ならではの大変
さ、担任の仕事の大変さが分かり、教員として
勉強になった一年でした。これからも
算数の学習をみんな頑張りましょう！

養護 小林 真紀子
いつも元気な子どもたちのおかげで、とても
平和な１年間を過ごすことができました。
子どもたちが、健康に毎日を過ごせるように
これからもがんばっていきたいと思い

田中 千文

７ヶ月間、短い期間でしたが、元気な子ども達に負
けないように、新しい発見があるように毎回の授業を
重ねてきました。授業で学習したことが、
各家庭や地域で自主的に生かされること
を願っています。

わくわくルーム 山口 幸夫
ご指導されている先生方と学ぶ子どもたちを
応援する立場として努めました。「わくわくルー
ム」での学習で子どもたちが少しずつ成長
するのが感じられうれしく思います。

ます。どうぞよろしくお願いします。
わくわくルーム 生島 靖裕
わくわくルーム 山下 昌人
担任の先生や保護者の方と力を合わせて、子ど
個別指導や小集団指導を通して子どもたちの
もたちの成長をすぐ近くで応援することができ
成長を感じることができました。一人一人が
ました。４月の一人一人の姿から大きく成長して
教室で輝けるように支援を続けていきます。
います。子どもたちの幸せに向かって精一杯
頑張っています。
来年度も子どもたちの成長を期待して
よろしくお願いします。
います。
わくわくルーム

今井

満

昨年度までの学級担任とは異なる立場から、子ど

わくわくルーム

五十嵐 千晴

児童の近くで寄り添いながら、一人一人にあった

もたち一人一人の成長により深くかかわり様々な学 指導をすることができて毎日幸せです。どの児童も
年や学級の様子を知るができ、大変勉強になりまし 「学校に来るのが楽しみ！」と思える学校生活が送れ
た。新年度に向けて、１日１日を大切に
過ごしていきたいと思います。

るようにこれからも職員一丸となって

４年理科 ４の３図書 三浦 まり子
ヘチマを種から育てたり、育てたさつまいも
をたべたり、植物の育ち方の学習をしっかりや
りました。また、
「次はどんな実験をするのかな」
と意欲をもちながら学習する姿を見て、とても
嬉しく思いました。元気いっぱいの
４年生と理科の学習をし、充実した
一年間でした。
そだち指導 益子 芳子
２・３・４年生の子どもたちに国語と算数の
個別指導をしています。苦手なところを少しで

学習支援員 玉川 真純
学習支援員として、いろいろな学級の補助に入
らせていただきました。すべての学級に入れ、
たくさんの子ども達とふれあうことができて
楽しく充実した１年を過ごすことが
できました。みなさんの１年間の成長が
とてもうれしいです。

支援して参ります。

そだち指導 一瀬 法子
２階のマスタールームで、算数と国語の個別指
導をしています。苦手なことが少しでもわかるよ

も減らせるよう教材選びなど工夫しています。 うになるのをお手伝いしています。
「わかった！」という子どもたちの
笑顔で教室に帰っていく姿を見ると、
笑顔に出会えるようにしたいです。

私までうれしくなります。

