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つなぎ つながり 高め合う 「３T」 
校長 三瓶 淳 

 

 季節外れのインフルエンザ B型の発症が全国的に広がっているという報道を聞いて、明日

から始まる GW中に感染しないように！と身を引き締める思いです。GW中は、各ご家庭で

様々な予定を組んでいるかと思いますが、新しい環境に慣れようと子どもたちも保護者の皆

様も疲れがたまっている頃です。家でごろごろとのんびりする 1日もありかと思います。 

 

 さて、4月 5日の始業式や入学式から約 1か月が経ちましたが、どのクラスも担任や友達

との新しい出会い（チャンス）を大切にして、自分の力を出し始めました（チャレンジ）。昨

年度は、4月の朝会で「３C」を年度当初に伝えたところ、自分事としてとらえて変わろう

（チェンジ）とする児童やクラスもありました。それは学校、もっと言うなら教職員もそう

です。保護者や地域からいただいた学校評価をもとに、より安心・安全に過ごせる学校とな

るために学校行事や生活を見直し、根本から検討しました。次が、主な改善事項です。 

 １ 7月個人面談・8月学級懇談会 → 7月学級懇談会・9月個人面談 

 ２ 9月運動会 → 10月運動会 

 ３ ミュージックフェスタ 保護者 2部入れ替え制 → 入れ替え制なし（任意） 

 ４ 金曜日のみ午前中 5時間授業（高学年は給食後 6時間目） 

 

 また、昨年度末に「地域学校協働活動本部」が立ち上がり、学校・地域コーディネーター

が、学校の要請に応じてボランティアを取りまとめ、学校を支援してくださっています。そ

して 4月に「学校運営協議会」が発足しました。本校の教育を「地域・社会的な視点」で見

ていただき協議・評価をしていただく組織です。この流れを汲み取り今年度は「つなぎ つ

ながり 高め合う （３T）」を 4月の朝会で子どもたちに示しました。『直ぐに思う結果に

結びつかなくても、毎日少しずつ努力を積み重ねていけば、いつか、どこかでつながり、そ

のつながった人、物、事で互いに高め合っていこう』という意味です。1日の中で起こるか

もしれませんし、１～3年間かかるものもあると思います。そんな事を思っていた 4月 24

日の「1年生を迎える会」でのある出来事が、教職員を泣かせました。会自体は、6年生が

1年生と手をつないで「散歩」の曲で仲良く入場。その後２～5年生が、1年生に向けて歓

迎の発表をしました。滞りなく会が終わり、退場の時です。「にじ」の曲で退場となるのです

が・・・なんと２～5年の子どもたちが、手拍子をしながら、「にじ」を歌い出したのです♪

もちろん司会者は「拍手で見送りましょう」としか言っていません。だれからとではなく、

その会場にいた子どもたちが自然に。子どもたちが退場した後「温かい子どもたちですね

ぇ」と教職員。子どもたちの気付きや力でよりよく動く、まさに高め合った瞬間でした。 

 

 今年度は、学校 HPを通して、そんな日々の出来事を発信していく予定です。 

 



 

＜下校時刻変更のお知らせ＞ 
７日（火）～１４日（火） 全校 13:30 

             地域・家庭訪問実施のため 

     ※ １０日（金）のみ「午前 5時間授業実施」後の 

    下校となるため「全校 13:40下校」です。 

１７日（金） ６年 13:40 修学旅行保護者説明会 

     実施のため 

２５日（土） 全校 11:25 ＰＴＡ総会実施のため 

＜学校カウンセラー来校日＞ 
 お子様の学校生活やご家庭での悩みや不安などについて専

門のカウンセラーがカウンセリングいたします。 

  ５月 ７日（火）ＡＭ 

    ２３日（木）ＰＭ 

    ２８日（火）ＡＭ 
お申込みは、児童支援専任教諭 板東 まで 

℡ ９０２－４８６６ 

 

＜英語活動・国際理解教室＞ 
 今年度も「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成」や「異文化理解」をめざし、2名の外国人講師と協力

し、英語教育を推進していきます。 

 

★今年度の外国語 AETの先生 

  Danise  Rosales先生 （フィリピンの方です。） 

★今年度の国際理解 IUIの先生 

       ALLA  先生 （ウクライナの方です。） 

 

日 曜 朝 主な行事
祝日

祝日

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

スキル 地域家庭訪問①     　               集団登校（5/8まで）

午前授業  学校カウンセラー来校AM
スキル 地域家庭訪問②　おはようどんぐりこ1・2年

午前授業  2年サッカーキャラバン①     集団登校終了
集会 地域家庭訪問③　　　　　ミュージックフェア①（全校）
M 午前授業　2年サッカーキャラバン②

地域家庭訪問④

午前授業

交流 地域家庭訪問⑤　午前授業 　　　視力再検査（欠席者）
集会 ５月避難訓練（地震対応）　　　なかよし交流タイム①
スキル 地域家庭訪問⑥　午前授業

尿検査予備日
スキル 眼科検診（全校8:45～）

全校児童生活アンケート①
朝会 内科検診１・６年、５・６組（13 :05～）

朝会（教育サポーターよろしくセレモニー）
スキル ６年修学旅行保護者説明会

６年スキルなし１３:４０下校

スキル １年心電図検診9:00～　　　教育実習開始（6/14まで）

５・６年歯科検診　委員会活動②
スキル 新体力テスト①

代表委員会②
スキル 新体力テスト②

朝会 朝会　内科検診２・５年（13 :05～）

学校カウンセラー来校PM
スキル 新体力テスト予備日

特別タイム（11 :25下校）　　給食なし3時間授業

全校土曜参観　学校説明会　PTA総会

土曜参観振替休日

集会 長縄跳び集会①　　　　５月避難訓練予備日
体育 クラブ活動②　　　　　　学校カウンセラー来校AM
スキル おはようどんぐりこ3・4年

　　　　３・４・５・６年防犯教室
集会 内科検診３・４年（13 :05～）
M ミュージックフェア②（全）
式 開港創立記念式　色覚検査（4年希望者）

スキル

月

22

24 金

5月行事予定

31 金

28 火

29 水

30 木

25 土

26 日

27

21 火

水

23 木

18 土

19 日

20 月

15 水

16 木

17 金

12 日

13 月

14 火

9 木

10 金

11 土

6 月

7 火

8 水

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

＜5月土曜参観・学校説明会・PTA総会＞ 

 本校ではより多くの保護者の方に、日頃の教育活動へのご理解を深

めてもらうことをねらいに、「土曜参観・学校説明会・PTA総会」を

同日に開催しています。実施日時・場所は次の通りです。 

 実施日：5月 25 日（土） 

  土曜参観   8:45～10:15 各教室・特別教室など 

  学校説明会 10:30～11:15 体育館 

  ＰＴＡ総会 11:30～12:15 体育館 

 ※詳細につきましては後日全校配布される「お知らせ」プリ

ントでご確認ください。 

＜校内「セクシャルハラスメント」相談窓口＞ 

 わいせつ行為やセクシャルハラスメント防止のため、校内相

談窓口を設けています。合わせて外部機関窓口も記載しました

のでご確認ください。 

 担当者 児童担当  養護教諭 小川 眞由美 

     教職員担当 教務主任 花里 理香 

 外部機関窓口 教育総合センター 

            ℡ ６７１－３７２６ 

              （月～金 9:00～17:0０） 

 

＜特別支援教育担当＞ 
 お子様のもつ特性やニーズを把握し、そのもてる力を高め、

学習上の課題を改善するために適切な支援を行っていきます。 

 特別支援コーディネーター        田之畑 美和 

 特別支援コーディネーター（兼学習支援担当）板東 文彦 

 学習支援担当              戸祭 淑子 

 

＜理科支援員＞ 
 理科の授業を充実させるために観察・実験等を支援します。 

        理科支援員 星崎 辰治 


