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～ 手と手をつなぐ みどりあふれる学校 ～ 
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行 く 春 に 

校長  石川 博朗   

新緑が目に眩しい季節を迎えました。タンポポやパンジー、ハナミズキ、ツツジなどの花々が咲き乱れる通学

路では、シルバーや自治会の皆様をはじめ多くのボランティアの皆様が、あたたかく子供たちの安全を見守って

くださっています。つつじが丘地区は、水と緑にあふれ、そして安全・安心な住みよい街だと心から感じます。

学校を取り巻くすばらしい環境の中で、どの子供も充実した学校生活が送れるよう、さらに丁寧に指導を進めて

いきたいと思います。  

さて、今月３０日に、本校では最後となる第３５回運動会を開催します。すでに、全学年で練習が始まり、子

供たちは、最後の運動会を成功させようと、連日、一生懸命に組体操（組立体操・組の運動）、ソーラン節、ダン

スなどの表現活動や団体競技、走の運動の練習に取り組んでいます。今回は、最後ということで、子供たち、教

職員、ご家庭の皆様、そして地域の方々が一緒に体を動かし、すてきな思い出をつくろうと、「全員ダンス」も昼

休みのアトラクションとして企画しています。 

ぜひ多くの皆様にご来校いただき、子供たちと一緒に、つ南小最後の運動会を 

お楽しみいただければ幸いです。今月もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（巻頭文） 

 

学校のある風景：1 年生を迎える会（4 月１６日） 

「2 年生からメダルをもらって、つ南小の仲間入り！ 

 

 

 

 

 

 

 

１年生を迎える会にて 

「２年生からメダルをもらって、つ南小の仲

間入り！」 

≪今月の一句≫  行く春を 近江の人と 惜しみけり （松尾芭蕉） 

～若葉の緑が、子供たちの頬に映えます。つ南小の最後の春が、今、行こうとしています。～ 
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 【教務部より】 

 

 

 

昭島市の小学校では、各校の教育課題の改善と

教職員の指導力を高める研修の一環として、各校

で校内研究に取り組んでいます。 

本校では、昨年度は、つつじが丘北小学校と研

究交流を図り、「総合的な学習の時間」における新

校のカリキュラムの開発等も行いました。今年度

も引き続き、 

「生活科」「総合的な学習の時間」の指導法の工夫

を中心に進める予定です。 

変化の激しいこれからの社会を生きていく子供

たちが、自分なりの思いをもって課題を見出し、

解決に向けて主体的に活動できる力を身に付けて

いけるように、様々な手立てを講じていきたいと

考えています。 

また、つつじが丘北小学校との研究交流を更に

深め、来年度両校の児童がスムーズに学習を進め

ていけるようにしていきます。 

研究の経過や内容については、今後、学校公開

の機会や学校便り等でお伝えしていきたいと思い

ます。             （星野・内藤） 

 

 

 今年度の外国語活動の講師が、４月号でお知ら

せしたティニシティック・マイエベリア先生から

米倉 理左先生に変更になりました。 

 今年度は、通常の学級と杉の子学級の児童が合

同で授業を行い、３人の教員による指導を基本と

して、充実した指導を目指していきたいと考えて

います。              （星野） 

 

 

 

校内研究の取り組み 

～探究的に学び、自ら行動できる児童の育成～ 

【生活指導部より】 

 

 

 

 本校の生活指導の目標は、児童一人一人に対し、

「正しい判断力と自発的なやる気」を育てること

に重点をおいています。これは、本校の教育目標

にある「思いやりをもち、正しいことを行動にあ

らわせる児童の育成」を目指したものです。 

 この目標を具体化したものが毎月の「生活目標」

であり、毎月の指導では、さらに週ごとに、行動

のポイントをしぼりながら、計画的・段階的に指

導を進めていきます。校内共通の学校生活のきま

りをまとめた「生活ハンドブック」をもとに、学

校全体で、毎月、自分たちの生活の様子を振り返

らせ、よりよい行動について考えさせていきます。 

この「生活ハンドブック」は、先日の保護者会

に合わせて、保護者の皆様と児童一人一人に配布

しました。児童集会では、「きまりを守ることは、

自分や友だちを大切にしていくこと。相手を思い

やる優しさ」であることを伝えました。 

 ご家庭でも、「生活ハンドブック」をもとに、

きまりを守ることについて話題にしていただくと

ともに、お子様のがんばりを応援していただきま

すようにお願いいたします。 

 

 

 

 

「廊下の約束」「正しい教室移動」「授業前の机

上準備と学習用具の整理」「雨の日の休み時間の過

ごし方」について指導します。校内での正しい過

ごし方を守ることで、皆が安全に過ごせることや、

気持ちよく学習を進めることができます。お互い

を大切にし合いながら、落ち着いて学校生活を過

ごせるように、指導を進めていきます。 

特に、学習用具や上履き、体育着、白衣等につ

いては、ご家庭でも声かけをお願いいたします。 

（中村） 

判断力と実践力を育む生活指導 

～スモールステップを積み重ねて～ 

5 月の生活目標 

「正しい校内での過ごし方を守ろう。」 

外国語活動講師交代のお知らせ 
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 【特別活動委員会】 

 一年生を迎える会  

 

 ４月１６日、児童会の主催で「１年生を迎える

会」が開かれました。入学式と同じように６年生

に手を引かれて入場、整列した１年生の子供たち

は、初めは緊張した様子でしたが、２年生の子供

たちから歓迎のメダルを首にかけてもらい、嬉し

そうな笑みがこぼれました。 

 本年度は、本校の特色ある教育活動の一つとし

て特別活動の充実を図ります。「１年生を迎える

会」では、１年生が喜ぶようにと会場の飾り付け

を４年生が担当しました。子供たちの今後の成長

が今から楽しみです。 

 

 

 ４月２３日、縦割り班の活動が始まりました。 

６年生が各班の縦割り班リーダー・副リーダーに

なりました。リーダーのあいさつから始まり、全

員で自己紹介をした後、ミニゲームをしました。 

 ６月からは、縦割り清掃活動をします。また、

本年度初めて取組をするつつじが丘北小学校との

交流の一環として１０月２３日に、縦割り班での

全校遠足を計画しています。場所は、昭和記念公

園です。 

 リーダーとしての活躍が期待されます。（小泉） 

 

【保健指導部より】 

 給食・食育指導  

子供たちが毎日楽しみにして入る給食が始まり

ました。今年度は、各クラスで給食の残滓を減ら

す取組をしていきます。苦手な食材も調理法を変

えると食べられるようになることがあるので、嫌

いな物・苦手な物のアンケートを取り、食べられ

る調理法を栄養士と一緒に考えて給食で提供して

いきます。 

同時に、いろいろな食物アレルギーを持つお子

さんもいます。安全に給食を配膳・配食するよう

にも努めてまいります。 

児童の食物アレルギーの原因となる食材に、

乳・卵・エビ・カニ・魚・果物（りんご・バナナ・

パイン・桃・さくらんぼ）・そばなどです。人に

よってアレルギーの症状が出てしまう物が違いま

す。自分に良くても、他の子がとると大変な症状

が出ることがあります。お弁当やおやつなどの交

換を禁止しますので、ご協力ください。 

なお、今年度のお弁当の日は、４月１９日（火）

「昭島市お弁当の日」に指導します。実際にお弁

当を持って来る日は、４月３０日（土）、１０月

２３日（金）、２月２９日（月）です。みんなで

楽しく食事をする機会です。主食・主菜・副菜を

バランスよくお願いします。ぜひ、親子で一緒に

お弁当作りに取組み、お弁当の日を通して、親子

の会話、友達との会話がさらに増えていくことを

期待しています。 

 第３５回・運動会  

 ５月３０日は、第３５回運動会です。スローガ

ン「もえあがれ 赤白ともに 本気だせ～つ南最

後の運動会 みんなで楽しくあきらめず～」で全

員、力いっぱい取り組みます。１年生は入学して

２ヶ月ですが、成長した姿を披露します。 

 本校では、通常の学級と杉の子学級の児童が一

緒に活動します。つつじが丘南小学校の児童だれ

もが仲良く、また、互いを思いやる心を一緒に育

てていきたいと思います。ぜひ見守ってください。 

つつじが丘南小学校の最後の運動会となりま

す。地域の方・保護者の方の多くのご参観をお待

ちしています。            (米田) 

縦割り班対面式 
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５月行事予定 

 

    5/1（金） 2（土） 3(日)  

    あいさつの日 

安全指導 

引き渡し訓練 

耳鼻科検診 

祝日前指導 

 憲法記念日 

4（月） 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) 10(日) 

みどりの日 子どもの日 振替休日 クラブ活動① １年生午後授

業開始 

SC来校日 

ＰＴＡ総会 

11:00から 
 

11(月)  12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 17(日) 

６年社会科見学 

（埋蔵文化センタ

ー） 

尿検査二次 

 

尿検査予備日 

 
尿検査予備日 

クラブ活動 

視力再検査 

 

SC来校日 未来塾 

説明会 

10:30 から

11:30 

 

18(月) 19(火) 20(水) 21(木)  22(金) 23(土) 24(日) 

 昭島食育の日 委員会活動③ 運動会係準備① 

運動会全体練習① 
SC来校日 

 

未来塾  

 

25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) 31(日) 

運動会係準備② 

運動会全体練習② 

運動会全体練習

③ 

昭島チャレンジ

デー 

運動会全体練習

④ 

SC来校日 運動会前日準

備（１～５年生

午前授業） 

運動会 

学校公開 

お弁当の日 

（運動会

予備日） 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。今年度もスクールカウンセラーとして勤務いたします宍戸美緒と申します（名前が

変わりました）。相談室では、保護者の皆様からのご相談をお受けしております。お子様のことで

何か気になることや心配なことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。一緒に考えてい

きましょう。なお、お話しいただいた内容は、無断で学校や外部に伝えることはございませんので、

どうぞ安心してご利用ください。 

● 日時 ： 金曜日 ９：００～１６：３０ 

      ５月来校日：８日（金）、１５日（金）、２２日（金）、２８日（木） 

● 場所 ： つつじが丘南小学校 ２階東側「ひまわりルーム」 

●予約方法： 学校代表電話０４２－５４４－６４１１までご連絡ください。 

相談室より 

つつじが丘南小学校に 6 年間在職させて

いただきました。先生方のご指導・ご協

力ありがとうございました。 

子供たちの「おいしかったよ。」の言葉

を聞くと、とてもうれしかったです。新

しい職場でも、安全でおいしい給食を作

って行きたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

前給食調理 村上 久美 
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