
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新緑の中で 
校長 玉置 恭美 

  
木々の新芽がとても美しい季節となりました。４月、日吉台小学校に入学、進級した子どもたちも、新し

い学校、学級での生活に慣れ、日々の授業も軌道に乗ってきました。 
委員会やクラブ、なかよしの日などで、主体的に生き生きと活動する姿が見られます。４月 12 日、13

日の授業参観には、たくさんの保護者が来てくださり、子どもたちは、調べたり練習を重ねたりした内容を、

班ごとに発表するなど、日頃の学習の成果をお見せすることができました。 
先日、２年生の男子から、インタビューの依頼がありました。「校長先生の好きな季節は何ですか」と聞

かれ、「春です」と答えましたが、日吉台小学校の校庭を歩いていると、実際、今この季節が一番好きだと

心から思います。木々から芽吹く新芽は陽に輝き、樹木のもつ力強さを感じます。その緑の中に咲き誇るサ

ツキやツツジの花のピンクや赤の美しいこと。花ボランティアさ

んたちが丁寧に育ててくださっているパンジーやビオラの色と

りどりの花。ネモフィラの花も見つけました。西門の近くにはあ

んずの木。まだ小さいですが実がなるのかな、と楽しみです。今

年も大きな実が期待される夏みかんの木には、すでにたくさんの

白いつぼみがついています。校長室前の梅の木にはたくさんの実

がなっています。ハナミズキの白やピンクの花々も緑に映えて見

る人の目を奪います。そんな環境の中で学校生活を送ることがで

きる日吉台の子、そして私もとても幸せです。折々の日吉台小学

校の風景が楽しみです。 
４月 23 日は、子ども読書の日です。５月 12 日までの約 3 週

間が「こどもの読書週間」とされています。図書委員会でも、図

書利用を推進する活動をしています。委員会活動の開始とともに、

図書室で本を借りることができるようになりました。休み時間の

図書室利用者もとても多いので、小学校時代から読書の習慣を身

につけると、文章から情景や心情を読み取ることができるようになるでしょう。 
今年は例年になく暑くなる日が早く訪れています。５月26日（土）には運動会があります。暑くなるこ

とが予想されますが、子どもたちはそれぞれの活動に目標をもって臨むことでしょう。一人ひとりが充実し

た取組になるよう十分な支援をしていきたいと思います。様々なお願いをすることもあるかと思いますが、

ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

教育目標 

みずから生きる 

  ともに生きる 

   日吉台の子 
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大型連休を迎えての安全管理のお願い 

 大型連休を迎え、ご家族で過ごす時間も多くなることと思います。子どもが安全に連休を過ごすこと

ができるよう、ご家庭においても特に次の点にご配慮いただければ幸いです。 

 ○ 交通安全           ・交通ルールの遵守   ・自転車等の安全な乗り方 

 ○ 防犯             ・不審者からの声かけへの対応 

 ○ 有害情報サイトへのアクセス  ・携帯電話、スマートフォン、ゲーム機の取り扱い 

 

 安全に留意し、楽しい連休をお過ごしください。 

セクシュアル・ハラスメント相談窓口 

 児童へのセクシュアル・ハラスメント行為防止の校内相談窓口担当者は、辻村養護教諭です。気に

なるようなことがあって担任等に相談しにくい時には、担当までご連絡・ご相談ください。 

※その他にも教育総合相談センターで一般相談（６７１－３７２６～８）が受けられます。 

器物損壊時の費用弁済 

 児童が学校の器物を損壊した時（ガラスを

割ってしまったなど）、不可抗力でない場合に

は「児童生徒の器物損壊にかかる費用弁済会

計処理システム実施要領」に則り、保護者に

弁済を求めることになっています。「故意によ

るもの」「故意に近い重大な過失によるもの」

等の請求率の基準もありますが、行為の背景

や成長の様子などの教育的な配慮をふまえて

総合的に判断します。趣旨をご理解ください。 

登下校の様子や不審者情報 

 子どもたちの様子を皆様からお知らせいただ

き、安全対策のさらなる充実を図りたいと考えて

います。突然の事故や不審者を見かけたら、警察

に連絡し、学校にもご連絡ください。ＰＴＡ校外

委員に連絡し、本校での地域見回りを開始する場

合もあります。状況によっては、メール配信等で

ご家庭にもお知らせすることもあります。 

港北警察署   ５４６－０１１０     
学    校   ５６１－２０４２ 

職員紹介 

◇子どもたちが楽しみにしている、外国語活動や国際理解教室が始まります。 

外国語活動   グウェン オベナリオ 先生【フィリピン】 

1～4 年(１８～２０時間)5・6 年(３０～３５時間) 

国際理解教室  コヴァリョヴァ ナタリア  先生【ウクライナ】 

１年生は年間３回。２～６年生は年間 5 回。各クラスで学習する予定です。原則火曜日に、

ウクライナの文化や遊びを楽しく学びます。 
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               児童会のスローガン 

  今年度も昨年度に引き続き児童会のスローガンは、 

「勇気いっぱい、あいさついっぱい、友だちいっぱい、みんなが笑顔 日吉台」 

  です。スローガン実現に向けて、子どもたちは児童の委員会活動や学校行事、学習活動に取り組んで

いきます。 
    

 

1 年生が仲間入り！ 
＜１年生を迎える会４月１１日（水）＞ 
 入学した１年生を歓迎し、「１年生を迎える会」が 
行われました。拍手で迎えられた１年生は、少し緊張 
した表情でしたが、歌やゲームを通して徐々に緊張も 
ほぐれてきたようでした。 
 ２年生以上の子どもたちでアーチをつくり、そこを 
１年生がくぐり抜けて退場しました。１年生は、仲間 
入りできたことをとても喜び、笑顔あふれる会となり 
ました。 
 
 

新体力テスト ４月１２日（木）～１３日（金） 
 自分の体力及び運動能力を正しく理解し、これからの体育 
学習に意欲をもち、運動に親しむをことをねらいに新体力テ 
ストを２日間行いました。 
 新体力テストの種目は、５０ｍ走・ソフトボール投げ・立 
ち幅跳び・２０ｍシャトルラン・長座体前屈・握力・反復横 
跳び・上体起こしでした。 
 どの児童も真剣に取り組んでいました。調査結果は、健康 
手帳に記入してありますので、ご覧になってください。 
  

なかよしの時間 ４月１８日（水） 

 日吉台小学校では、「児童相互の和を図り、思いやりの心を育 
てる」「協力し合いながら、物事に積極的に取り組む心を育てる」 
「異学年間の交流を深め、上学年児童のリーダーシップ性を育て 
る」等のねらいをもとに「なかよしの時間」を設けています。第 
１回目では、顔合わせ・自己紹介・年間活動計画の確認をした後、 
交歓給食を行いました。                                          
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５月の行事予定 

日 曜 主な内容 

１ 火 聴力1 年再検査  委員会  地域訪問 

２ 水 集会 ４校時授業１３：００下校 

３ 木 憲法記念日 

４ 金 みどりの日 

５ 土 こどもの日 

６ 日  

７ 月 朝会 視力６年 代表委員会 

８ 火 視力５年 クラブ活動 

９ 水 集会   心電図１年２年欠席者 

10 木 視力３年  尿検査（２次配付） 

11 金 朝読   視力２年 

12 土  

13 日  

14 月 朝会  視力1 年  尿検査（２次回収） 

養護教諭実習開始～６／８まで 

15 火 運動会係打合せ  1～4年5 校時授業 

視力6７組 

16 水 集会（全校競技種目）  視力４年 

17 木 歯科検診３年 ６－１、６－２ 

18 金 朝読 

19 土   

20 日   

21 月 朝会  運動会全体練習 

22 火 委員会（６月分） 視力（欠席者） 

23 水 運動会全体練習 

24 木 運動会全体練習（予備日） 

25 金 銀行引き落とし日※学校納入金(前期分 

朝読 

運動会前日準備  

   ※1～4 年１３：２０下校 

26 土 運動会 

27 日 運動会予備日 

28 月 運動会振替休日 

29 火  

30 水 集会 耳鼻科１・４年希望者 

銀行引き落とし日※給食費(４月分)  

31 水  

 

 

学校からのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセラー 
２日（水）午前 ８日（火）午後 

１７日（木）午後３１日（木）午前   

 子育てや学校生活で気になることなどをご相

談いただけます。 

相談を希望される場合は、予約となります。副

校長・児童支援専任木村までご連絡ください。 

(℡５６１―２０４２) 

銀行引き落とし 

※学年費等 ★5 月２５日（金） 

今回は、前期分の４～９月分です。 

金額等は、お知らせをご参照ください。 

ゆうちょ銀行からで、引き落としの作業は一度

しか行いません。５／２４までに残高をお確かめ

ください。 

※給食費 ★5 月３０日（水） 

４月分です。基本月額は、4,000 円です。 

届出の金融機関からで、引き落としの作業は 

１度しか行いません。残高をお確かめください。 

ご協力をお願いいたします 

運動会練習 
 学年ごとの練習が始まり、体育の時間が、時間

割と異なる場合があります。時間割変更は、学年

だよりや連絡帳でお知らせいたしますので、体育

着の準備等についてご協力ください。 

 ※運動会５月２６日（土）（雨天の場合は、２７

日）詳細は、お知らせをご参照ください。 
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