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やさしさと思いやりのある子 よく学びよく遊ぶ子 心と体をきたえる子

５月行事予定
校長

曽根

４ 木

全校朝会 クラブ活動 安全指導
ファミリー結成式（朝会時）離任式
ＰＴＡ歓送迎会
憲法記念日
みどりの日

５ 金

こどもの日

１ 月

教育目標はみんなの願い
節子

校庭に鯉のぼりが５月の風に揺られています。新学期
が始まってから１か月経ちました。１年生もすっかり学
校に慣れ、元気に校庭を駆け回り、学校が活気にあふれ
ています。
先日の保護者全体会では、学校経営計画について説明
しました。予想以上に出席者が多く、皆様の学校への関
心度や協力の高さを感じました。ご期待に応えられるよ
うに努力することをお約束いたしました。
さて、年度初めに学校教育目標について考えてみたい
と思います。教育目標には、どんな学校・児童になって
ほしいか開校当時の教職員・ＰＴＡ・地域のみんなの願
いが込められています。校長講話で何度も取り上げて児
童や教職員の意識化を図っています。各クラスの教室に
はこの目標と学年目標、学級目標が掲示されています。
日々の学校生活の中で目標の実現に向けて、児童がクラ
スや学年で心や力を一つにして、お互いに励ましあって
実現していくことによって、目標が達成されます。学校
という集団の中で営むことができるのです。
他にも学期はじめには、児童一人ひとりが自分の目標
いに
をもちます。目標を達成するための具体的な手立てを考
えるように教師は働きかけます。児童は、友達同士や教
職員、保護者・地域の皆様の励ましによってさらに意欲
が高まり実現に向けて努力するのです。
今年度は、「よく学びよく遊ぶ子」を重点目標にしま
す。学業もスポーツも目標（課題）を立てて、課題解決
に向けて毎日の積み上げで成果が表れます。昨年度２月
に全学年で実施した漢字検定の合格率が高い学校とし
て、日本漢字検定協会から学校奨励校を受賞しました。
漢字の学習も日々の練習や文章を書くときに意味を考
えて活用して力が付きます。テスト前の一夜漬けではそ
の時によい点をとれても一生の学力にはならず、忘れて
しまいます。
最近相撲ブームが再来していると聞きますが、相撲界
では、「今強くなる稽古と、三年後に強くなる稽古と両
方やらなくてはならない」と言われています。さらに、
「一日さぼれば自分に分かる、二日さぼれば師匠に分か
る、三日さぼればお客に分かる」という言葉もあるそう
です。日々の授業で集中して学習し、学んだことをその
日のうちに短時間でも復習することで確実に学力が定
着します。体力や運動能力も小学生のうちは、友達と遊
んだり自分の好きなことを無心にやったりする時間も
大切です。
「よく学びよく遊ぶ」は、明治からずっと不変の名言
です。赤坂小学校の児童の姿として表れるようにしてい
きたいと思います。
５月２７日（土）は運動会です。元気な児童と教職員
の姿をご覧いただきたく存じます。ご参会ください。
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全校朝会 避難訓練（朝会時）
委員会活動 教育実習始
B時程４時間 歯科健診（低）
B時程４時間 歯科健診（高）
委員長紹介集会 尿検査（二次）
聴力検査１、２年 避難訓練予備
土曜授業 ３時間授業
２校時セーフティ教室
移動教室説明会（６年）11:30～
全校朝会（赤十字） クラブ活動
聴力検査３、５年
児童集会
５・６年生運動会係活動（６校時）
Ｂ時程４時間 眼科健診
音楽朝会 ファミリー遊び
尿検査（二次予備）
全校朝会
運動会全体練習①
５・６年生運動会係活動（６校時）
B時程５時間
体育朝会・運動会全体練習②
Ｂ時程 運動会全体練習③
１年～４年 ５時間授業
５・６年 前日準備（６校時）
運動会（雨天時は休業日、日曜に実施）
運動会予備日①
振替休業日
運動会予備日②
B時程５校時
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▲は放課後遊びなし、〇はありです。
５月の生活指導目標
「きまりある生活をしましょう」
生活指導部 田房 麻理子
入学・進級しておよそ１か月が経ち、学校生活にも
慣れてきたようです。慣れが出てくると挨拶がなおざ
りになったり、忘れ物が増えたりすることもありま
す。もう一度、学校生活の在り方を考え、挨拶の仕方
や持ち物の確認等をしましょう。特に今月は運動会も
あり、特別な持ち物も増えます。学校でも指導してま
いりますので、ぜひご家庭でもお声かけください。

平成２９年度運動会

欠席・遅刻・緊急メール等の
原則についてのお知らせとお願い

体育的行事委員会 新津 翼
副校長 小杉 則義
一日一日過ぎるごとに気温も上がっていき、夏の
足音が聞こえてきそうです。
今年も運動会の季節がやってきました。新しい学
年になって間もないですが、日々の学習の積み重ね
をご覧いただければと思います。
運動会前だから特別な練習をするわけではありま
せん。確かに新しい知識・技能は身に付けていく必
要があります。しかし、基本的な体力や、姿勢、応
援する気持ちなどは普段の生活から身に付いていく
ものだと思います。そう思って日々の生活を振り返
ってみるとどうでしょうか。外で思いっきり遊ぶ時
間があって、自然と体力が高まっているのでしょう
か。室内にいる時間が多くはないですか。普段から
やっているからこそ、特別な時に力が発揮されます。
生活を振り返ってみると、いざというときにできる
力がついているか分かります。
つい先日引退を表明した浅田真央選手は、
「昨日の
自分は、決して今日の自分を裏切らない。
」という言
葉を残しています。不安になった時、緊張したとき、
支えてくれるのは昨日努力した自分なんですね。子
供たちも運動会当日はそう思えるように指導してい
きます。
さて、都内のいくつかの学校では組体操がプログ
ラムから消えています。安全安心を第一に考えて、
他の演技で工夫しているようです。本校では、高さ
を求める技はなくして、一人一人の能力を高め、チ
ームで技を高めていくように内容を工夫していきま
す。
運動会も時代に合わせて変化していきます。ただ、
子供たちの躍進する姿を見られることには変わりあ
りません。心に残る運動会ができますようご支援・
ご協力お願いします。

欠席・遅刻する場合は、連絡帳でその旨をお願い
いたします。直接お届けくださるか、近所のお友達
にお願いしてください。近所にお願いできるお友達
がいない場合、または急な欠席・遅刻の場合は、
Fax でご連絡ください。８時２０分までにお願いい
たします。止むを得ず連絡できない場合は、電話で
ご連絡ください。
遅刻・早退は、必ず保護者または責任のもてる大
人の同伴が必要です。学校内までの送迎をお願いい
たします。この点については、防犯、事故等の防止
から、徹底したいと考えています。
緊急メールについては、「緊急」事態に対して、
即日対応いただきたい時の連絡ということでご理
解ください。全児童および学年・学級単位での連絡
となります。個人宛はありません。前日までにお知
らせできるものは、手紙、連絡帳等でお知らせいた
します。なお、本校では緊急メール 100％登録を目
指しています。すでに昨年度登録された方も、再度
登録が必要になります。まだの方はお早めに登録を
してください。
最近、行事や下校時刻、土曜日授業の有無の確認
でお電話をいただくことが多くなっています。
お手元にある手紙類で分かるかと思いますので、
問い合わせはご遠慮ください。

運動会実施にあたっての詳細は、後日別途プリン
トにてお知らせいたします。
特別支援教室の通級及び学習支援員の配置の申し込みについて
昨年度より、発達について気になる児童を対象に、本校において通級指導を行う特別支援教室を開設し
ており、本校では学習ルームとよんでいます。特別支援教室とは、生活面や学習面での困難を克服・改善
するために、設けられた教室です。
また、通常の学級の教室内での一斉指導において、苦手な部分を補うために、個別的に支援を行う学習
支援員についてもこれまで同様に配置を希望することができます。
特別支援教室への通級を希望される保護者の方は５月２６日(金）まで、学習支援員の配置を新規に希望
される保護者の方は５月１９日(金)までに、担任、特別支援教育コーディネーター（白井）、または副校長
に連絡してください。
※なお、継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護の方につきましても、特別
支援教室の通級は５月２６日(金)まで、学習支援員の配置は５月１９日(金)までに、担任、特別支援コーデ
ィネーター、または副校長に連絡してください。
＊ 裏に続きます。

☆離任された先生方、主事さん方☆

～ありがとうございました～

主任教諭 持原 篤子
短い在任期間でしたが、とても充実した日々でした。子供たちや保護者の方々との触れ合い、
地域の皆様の温かさ・・・どれもみな、大切な思い出です。皆様のご健康とご多幸をお祈りい
たします。
教諭 二宮 成美
１年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。元気な子供たちと過ごした楽しい
日々を忘れません。ありがとうございました。
教諭 倉本 智
初めて赤坂小を訪れた日、都心の環境に驚いたことをよく覚えています。至らない点もあっ
たかと思いますが、大変お世話になりました。
非常勤講師 井川 美喜子
赤坂での日々、保護者・地域の方々の温かい心づかいの中で安心して楽しく過ごすことがで
き、感謝あるのみです。4 月から毎朝、坂を上り下りしながら丘の上の御田小に通っています。
新しい出会いにワクワクしています。
事務主任 廣瀬 陽子
５年間勤務させていただき、お世話になりました。ありがとうございました。事務室にチョ
ークを取りに来るときの、子供たちのはにかんだ笑顔がいい思い出です。
栄養士（産休代替） 藤井 富子
短い間でしたが大変お世話になりました。子供たちの「今日の給食おいしかった」の笑顔、
先生方や保護者の皆様のお力添え、去り難い思い出です。ありがとうございました。
英語講師 ネイサン・コリー
Thank you for all the wonderful memories; I really enjoyed my 1 year in Akasaka ES.
英語講師 スティーブン・ウイリアムズ
Thanks for the memories; I’ll miss you all. Do your best to continue your English Studies!
☆着任された先生方、主事さん方☆

～よろしくお願いします～

教諭 山崎 良弘
荒川区立赤土小学校から参りました。笑顔あふれる楽しい学校になるよう、
頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
教諭 辻
真麻
江戸川区立東葛西小学校から異動してまいりました。あいさつの輪が広がる赤坂小の一員に
なれて嬉しく思います。子供たちとよく学び、よく笑い、一緒に成長していきます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
教諭 谷口 陽子
本年度より新規採用教員として福岡から参りました。趣味はマラソンです。赤坂の子供たち
と一緒に、様々な活動を通して共に成長していきたいです。子供たちが笑顔溢れる日々を送れ
るように力を尽くします。

教諭 山中 一弥
本年度より、新規採用教員となりました。子供たちとの時間を大切に、共に成長していきた
いと思います。いつも笑顔で元気いっぱいに頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
教諭 清水 優子
本年度より川崎から参りました。元気いっぱいな子供たちと出会えたことを大変嬉しく思い
ます。赤坂小の伝統を大切に努めます。どうぞよろしくお願いいたします。
事務主事 中澤 直照
六本木中学校から異動してまいりました。１階の事務室におりますので御用の方はお寄りく
ださい。どうぞよろしくお願いいたします。
非常勤講師（少人数算数）海老原 礼子
「まちがいは宝の山」まちがえることをおそれずに、みんなで考えてまちがいから学ぶよう
な算数ができるといいなと思います。
ときには笑いながら、1 年間いい雰囲気の算数をしましょう。
好きなもの、猫・旅行・読書、おもしろいこと全部。

○４月号で紹介していない新しい先生方○
講師（２年 音楽）
講師（６年 家庭科）
講師（後補充）
学校司書

箕輪
中村
小松
河裾

かをり先生
玲子先生
亜弥子先生
道子先生

●お知らせ●
養護教諭 野口真理子先生がご結婚され、４月より竹内姓に変わりました。
おめでとうございます。

全体保護者会でご紹介した

「東京ベーシックドリル」の閲覧・ダウンロードの方法
①東京都教育委員会のホームページ
↓
②学びの応援ページ
↓
③確かな学力
↓
④東京ベーシックドリル
＊漢字検定協会ホームページに各級の練習ドリルが掲載されています。

