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新年度がスタートし、1 か月が過ぎました。新たに完成した通級指導教室や体育館を使い始
めてから、1 か月ということでもあります。通級指導教室も体育館も、新しく明るく輝いてい
ます。プールの使用はまだ先ですが、廊下の窓から見下ろすと、鮮やかな青色に塗られたプー
ルの水面が、陽光にきらきらと輝いています。
体育館は、既に体育の授業で使っています。その他にも、始業式、入学式、全校朝会、1 年
生を迎える会、音楽集会と、何度も活用しました。今までの体育館の約 1.6 倍の広さがあるた
め、全校児童が整列してもなお、前後左右に少し余裕があります。また、天井が高いため、空
間が広々と感じられるのも素晴らしいです。
先日の全校朝会では、子ども達が、静かに集中して話を聴く姿が見られました。また、音楽
集会では、子ども達のリードで校歌の練習をしたのですが、校庭で練習する場合よりも、声が
よく響き、とても美しい歌声でした。そのとき私は来客があり、途中で校長室に戻ったのです
が、子ども達の歌声は、体育館から運動場にも広がっていて、校長室からも聴き取れるほどで
した。体育館ですから、体育が楽しみなのはもちろんですが、音楽等の発表の場としても、ま
すます楽しみになってきました。
通級指導教室の設備の見学会も、まずは子ども達を対象に行いました。「『まち』とともに
歩む学校づくり懇話会」の際には、会の方々にも見学していただきました。今後、保護者、地
域の皆様を対象に何回か見学の機会を設けますので、ぜひ、ご参加ください。
始業式の際に、子ども達に対して、「『目に見えない大切なこと』を大切にしてほしい」と
いう本年度の教育方針を話しました。その後の朝会で、目に見えない大切なことの例として「廊
下を静かに歩くこと」や「あいさつ」の話をしました。廊下を静かに歩くこともあいさつも、
それ自体は目に見えることです。ですが、教室の前や校長室の前を静かに歩くということは、
教室や校長室の中にいる人に思いを馳せるということでもあります。それは目に見えない大切
なことです。また、あいさつを返されたとき、「うれしいな」と思う気持ちは目に見えません。
それも大切なことです。今後も折に触れ、子ども達にこのような話をしていこうと思っていま
す。４月の３週間だけでも、気を遣って廊下を歩く子どもの姿が増え、子ども達からあいさつ
してくれることが明らかに増えました。日常の地道なことですが、子ども達の成長を、一つ一
つ大切に受け止め、うれしい気持ちを伝えていくようにしたいと思っています。
つい先日まで、花びらを散らす桜が美しいと見上げていたのに、いつの間にか同じ枝に若葉
が勢いよく茂るようになりました。一日一日、わずかずつ成長する校庭の木々や草花のように、
着実に一歩一歩、子ども達を育てていきたいと思っています。

学校教育目標 共に創り、共に歩み、共に輝く
教育課程全体で育成を目指す資質・能力

感謝の気持ちをもち、自他を思いやり認め合う子―聴く力、伝える力―

地域コーディネーター を中心とする「いとすぎ倶楽部」の皆様が
声をかけ 、今年度も給食開始の４月１１日（木）から１年生の給食
補助サポーターの活動をしてくださっています。
地域の方や保護者 の方が各学級に ２名ずつ入り、給食当番の補助
や学級の 子どもたちの 見守りをしてくださり、給食も一緒に食べて
いただいています。
１年生は、サポーター の皆さんに 優しく教えていただき、安心し
て給食の時間を過ごしています。細かなところまで 気を配って いた
だき、ていねいにサポートを
してくださるので１年生担任
もとても安心して給食指導を
行うことができます。
５月１０日(木)まで続きます
ので、ご協力いただける方は
ぜひお願いします。詳しくは
地域コーディネーターまたは
副校長にお尋ねください。

３月３０日（土）綱島公園におい
て、「綱島さくら祭り」が開催されま
した。今年も綱島小ことクラブ（昨年
度メンバー）の６名が参加しました。
練習の成果を発揮し、「さくら」「ち
ゅうりっぷ」などを演奏しました。

プログラム
司会進行：６年生実行委員
・１年生入場（６年生と手をつないで）
・はじめの言葉（３年生）
・１年生へのプレゼント（２年生）
・１年代表の言葉
・ふれあいゲーム
・みんなで歌おう「校歌」
（指揮：５年生・伴奏：５年生）
・終わりの言葉（４年生）
・１年生退場（６年生と手をつないで）

４月１７日（水）、体育館で「１年生を迎える会」を行いました。今年度は、１２５名の１年生を迎えました。
２年生から６年生が役割分担を決め、全校で１年生の入学をお祝いしました。６年生と手をつないで入
場した１年生。２年生からのメダルのプレゼントはどの子もとても嬉しそうでした。１年生代表児童も元気よ
くあいさつの言葉を言うことができました。この日のために、実行委員の子たちが昨年度末から準備をして
きた「もうじゅうがりゲーム」では、上級生が１年生たちに進んで声をかけ、仲間作りができました。

４月５日、進級の喜びとともに、新しい体育館で始業式を行いました。児童を代表して、６年生に作文を読んでも
らいました。
私は、６年生そして頑張りたいことがたくさんあります。その中で、特に２つ頑張りたいことの目標を決めました。
１つ目は、低学年を助けてあげることです。私が１年生のころ、初めての学校生活は不安と緊張でいっぱいでし
た。しかしそのとき、６年生がたくさん話しかけてくれたり、けがをしたときに保健室に連れていってくれたりしたの
で、安心して学校生活を送れたことを覚えています。私も、このような６年生のように、低学年を助けてあげたいで
す。
２つ目は、全校のリーダーとして、学校を盛り上げて引っ張っていくことです。今までの運動会 で、６年生が活躍
する姿をたくさん見てきました。中心となって運動会を進める実行委員。かっこよく校庭を走るリレーの選手。大き
な声で運動会を盛り上げる応援団。どの学年よりもかっこいい演技を見せてくれました。このように、６年生がつく
りあげてくれた運動会は、今でも心に残っています。私も、様々な学校行事で、このような６年生のように、学校を
楽しく盛り上げ、思い出に残るような行事をつくっていきたいです。
また、何事も下級生のお手本となるように行動し、綱島小学校をよりよい学校にしていきたいです。

４月２３日（月）朝会で、交通ボランティア、ＰＴＡ校外委員長さん
が登校班での登校における注意点をお話しくださいました。
５校時には、登校班ごとに教室に集まり、担当の校外委員
さんの話を聞き、集合場所や集合時刻を確認し、通学路の
安全を確かめながら、下校しました。
子どもたち一人ひとりが安全に気を付け、登下校できるように、
また、自分から進んであいさつができるようにご家庭でも声かけをお願いします。

＜学校の取組へのご理解のお願い＞
平成２７年度に「横浜市教育委員会」「横浜市ＰＴＡ連絡協議会」から横浜市の全公立小中学校に通知が出さ
れ、横浜市の教職員の勤務実態から、本校だけでなく横浜市の大多数の学校で、教職員にとって「休日」である
土日に関しては基本的に対応をお断りする方針をとっています。教職員が心身ともにゆとりをもって子どもと向き
合う環境をつくるために、本校でも次の点について保護者 の皆様にお願いしたいと考えています。ご協力よろしく
お願いします。
○学校休業日（土・日・夏季休業および年末年始の学校閉庁日）については、職員は対応 できません。忘れ物
などがある場合は平日に取りにきてください。
【放課後 16:45（１１月～２月は、16:30）以降は保護者と一緒にご来校ください。】
○平日 18 時以降と学校休業日の電話は、応答メッセージとさせていただいております。
○バスを利用した校外学習の集金は、振込とさせていただきます。
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天皇即位
休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日
朝会 2年聴力検査 委員会
1年聴力検査 体力テスト３，５年
２，４年
集会 体力テスト１，６年
短縮時程５校時 ５・６・７組聴力検 通級見学会
査 授業参観５校時 学校説明会
PTA総会

６年視力検査
朝会 視力検査５年 遠足３年
5年体験学習 説明会 14：45～
集会 内科検診4・5年
５・６・７組視力検査 クラブ
代表委員会（昼休み）
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心臓検診１年･２年の一部 クラブ
教育実習（～６月２６日）
朝会 尿検 査 セッ ト 配布 1年視 力 検 査
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音楽集会 2・6年内科検診
2年視力検査

６月の主な行事
３日（月）委員会
４日（火）2 年遠足
５日（水）6 年宿泊体験学習説明会 １４：４５～
６日（木）プール開き 眼科健診 クラブ
７日（金）５，６，７組合同遠足
１１日（火）２・６年歯科検診
１７日（月）はまっ子交通安全教室１・４年
１９日（水）～21 日（金）５年子浦宿泊体験学習
２４日（月）不審者対応訓練
２５日（火）体育館竣工記念創立記念式 1.3 年歯科検診
２６日（水）授業参観３・４校時
２７日（木）4.5 年歯科検診 委員会

５月
生活目標 学校のきまりをしっかり守ろう
保健目標 よい姿勢で生活しよう
給食目標 食事のあいさつをして上手に食べよう

学校説明会・ＰＴＡ総会
５月１０日（金）多目的室にて行います。
１４：２０～ 学校説明会
１５：３０～ ＰＴＡ総会
スクールカウンセラー
５月の相談日は、９日（木）午後、２
３日（木）午後、２７日（月）午前で
す。ご希望される方は副校長・児童支
援専任までお電話でお知らせ下さい。

つなップが始まります
毎年多くのサポーター・ボランティアさ
んにご参加いただいておりますつなップ
が、６月から始まります。昨年度に引き続
き、ボランティアウォーカー・ランナーの
ご協力をお待ちしております。詳しくは、
後日配布しますプリントをご覧いただき、
ご不明な点は、副校長もしくは担当までお
問い合わせください。
困っていることはありませんか
日頃より、教職員は子どもたちに適切な
言葉や態度で対応するように心がけてい
ますが、気がかりなことがありましたら、
次のような相談窓口を設けておりますの
で、ご相談ください。
児童に対する行為に関する相談窓口
養護教諭
教職員に対する行為に関する相談窓口
副校長
そのほか、横浜市の教育総合相談センター
（電話番号６７１－３７２６～８）でも相
談を行っています。

