
21日 月 6時間授業（4～6年）

22日 火 ☆
全校練習

児童係打合せ（6年）14:40～

5時間授業（1～5年）

23日 水 全校練習　心臓検診（1年他）

24日 木 全校練習予備日

25日 金
4時間授業（1～5年）

前日準備（6年）13:05～15:15

26日 土 運動会　幼保小交流

27日 日 (pm)

28日 月 振替休業日

29日 火 ☆ 尿検査2次配布

30日 水 pm 尿検査2次回収

31日 木
遠足予備日（1･2･3年）　歯科（4･5年）

尿検査2次追加

        ６月の予定　スクールカウンセラー来校 ☆浦山

校庭

開放

カウン

セラー
主な予定

1日 金 5時間授業　ＰＴＡ総会14:00～

2日 土

3日 日

4日 月
委員会　体力調査始

月水5校時始（1年）

5日 火 ☆ クローバータイム（全学年）

6日 水

7日 木
児童集会　ＳＯＳの出し方指導5年

眼科（4･5･6年）

8日 金 避難訓練（火災）9:55～10:10

9日 土 土曜授業　体力調査

10日 日

 
 
 
 
 
 
 
 

あいさつと言葉 

校長 押野 隆一 

 あいさつは互いの心を開き、良いコミュニケーションのスタートとなり、好ましい人間関係をつくる基本で

す。特に朝のあいさつは、一日を気持ちよく過ごすために大切なものです。毎朝「おはようございます。」と

大きな声で校門を通っていく子供たちの姿には、心が洗われる思いになり、自然と子供たちに負けないように

大きく爽やかに声を出しています。入学式では、１年生に「あいさつ・仲間・得意の３本の木を育てて、すて

きな花を咲かせましょう。３本の木を育てるには、しっかり学習や運動を頑張り、友達に優しくすることが大

切です。」と話をしました。あいさつの大切さを中心に、しっかりとした生活習慣を付けていきたいと思いま

す。その基本となる考えは「凡事徹底」です。そして、当たり前のことを徹底してやる共通実践は、次の４つ

を上げています。 

  ・話を聞く時は話す人の方を向き、姿勢良く聞きます。 

  ・下駄箱には靴のかかとを揃えて入れます。 

  ・職員室に入る時は学級名、名前、用件を言って入ります。 

  ・授業を受けている時は「ピン、ピタ、グー」の姿勢で座ります。 

さらに、合い言葉は「あ（あいさつ）・じ（時間）・み（身だしなみ・身のまわり）・こ（言葉づかい）・し

（姿勢）」。あいさつは互いの心の扉を開き、時間を大切にする人は信頼されます。言葉遣いは心遣い、身だ

しなみ・身のまわりを整えると心も整います。良い姿勢は生きる力を養います。やはり、あいさつが第一です。 

 さて、「琴」という楽器はご存じでしょう。琴は桐の木でつくるのが良いとされています。特に環境が清浄

でお寺の鐘が朝夕聞こえるようなところで育った桐が最高の琴になるそうです。心に響く鐘の音が長い年月の

間にしみこんで育った桐の木は、琴になっても美しい音色を出すと言われます。木という植物、つまり生物で

ある木にそういうところがあるのなら、私たち人間にはなおのこと聞く音や聞く言葉の影響が大きく出るので

はないかと思います。良い言葉を聞いて育つのか悪い言葉を聞いて育つのかでは、全く違う結果になるでしょ

う。昨年の学年だよりでは、氷の結晶と言葉の関係について触れたことがあります。あじみこしの４つめの「こ」、

言葉遣いをきちんとすることは正しい言葉や美しい言葉を聞くことになります。良い言葉や美しい言葉をたく

さん使うようにして、桐の木が聞く鐘のようなすてきな音をたくさん聞けるようにしたいものです。 

４月から１ヶ月が過ぎ、校門の桜は爽やかな新緑で一杯になりました。花壇にはアサガオやフウセンカズラ

の芽が出始めました。そんな中、子供たちは元気に落ち着いた生活を送っています。今月は２６日（土）に運

動会を予定していますので、元気いっぱいの子供たちの姿をぜひご覧いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

校庭

開放

カウン

セラー
主な予定

1日 火 pm ☆
委員長紹介集会　5時間授業

火木金5校時始（1年）

避難訓練・方面別下校5校時

2日 水
児童集会　通常5時間授業（2～6年）

離任式13:40～

3日 木 憲法記念日

4日 金 みどりの日

5日 土 am こどもの日

6日 日 pm

7日 月 委員会　運動会練習始

8日 火 ☆ 遠足（１年）　耳鼻科（2･4･6年）　内科（3年）

9日 水 pm 4時間授業　校内研究授業６年（５校時）

10日 木
区学力調査（3～6年）　内科（1年）

尿検査容器配布（全学年）

11日 金
児童係打合せ（6年）14:00～14:40

5時間授業（1～5年）

尿検査回収（全学年）

12日 土 am

13日 日 pm

14日 月 クラブ　尿検査追加

15日 火 ☆ 安全指導　耳鼻科（1･3･5年）　内科（2年）

16日 水 pm 4時間授業

17日 木

児童係打合せ（6年）14:40～

5時間授業（1～5年）

クローバータイム顔合せ　内科（4年）

眼科（1･2･3年）

18日 金 全校練習

19日 土 pm

20日 日 pm

5月の予定　スクールカウンセラー来校 ☆浦山

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

家庭数 
学校だより No４７９ 

平成３０年度５月号 杉並区立八成小学校 

≪新しい下校体制で安全意識の向上を≫     生活指導部  吉田 惠市郎 

八成小学校では、毎年１回地区班下校訓練を行っていました。しかし、昨今の実情を鑑みて、今年度より

方面別下校に切り替え、下校訓練を実施いたします。今回は、近隣での不審者情報を受け、集団（方面別）

での下校がより安全と判断したとの想定で訓練を行います。児童の安全を第一に、安全確保に万全を期して

まいります。 

５月の生活目標  生活指導主任 増岡 隆子 

◎ものを大切にしよう                           

５月の生活目標は「ものを大切にしよう」です。新し

い学年に進級して１ヶ月が経ちましたが、持ち物に新し

い学年、学級、名前の記入はしてありますか？教室や学

校内では落とし物や、使った後に片付け忘れた物を見か

けることがあります。名前があれば届けることができま

すが、誰の物か分からないこともあり、残念です。物を

大切にするように、ご家庭でもご指導、ご協力をよろし

くお願いします。学期末には落とし物の展示もしており

ますので、ご来校の際にはご確認ください。 

・持ち物には名前を書こう。         

・使ったものをきちんと片付けよう。 

・みんなで使うものを大切にしよう。     

・給食を残さず食べよう。 

 
 

理科室の窓から  理科担当 河本 明彦 

洗濯物を外に干しておくと乾く。植物を日当たりの

良い場所に植えるとよく育つ。はさみは留め具に近い

方が軽く切れる。理科では観察・実験を通して、児童

が知識や技能を身に付けるだけでなく、これらの「当

たり前」の仕組みを説明できたり、暮らしの中で起こ

る問題を解決できたりすることを目指し、取り組んで

います。体験や話し合い活動をさらにすすめて、より

楽しく学習できるよう工夫してまいります。 
 
〇以下のような授業も行う予定です。 
・済美教育センター講師による理科教室 
・済美教育センター講師によるプラネタリウム学習 
・株式会社ＶＳＮ講師によるプログラミング学習 
・メダカ飼育の専門家によるメダカの観察学習 
・杉並環境ネットワークの講師によるヤゴ救出大作戦 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講師 平手 裕子 

一年間があっという間に過ぎてしまいました。緑が
多く泰山木の花も見付けました。子供たちの元気な声
と笑顔をエネルギーに楽しく過ごせました。またどこ
かでお会いできたら嬉しいです。 

講師 井上 良江 

 短い期間でしたが、かわいくてキラキラの一年生と
楽しく体育をさせていただきました。 
 お子さんたちと教職員の方々との明るい会話がいつ
も聞こえる八成小。すてきな学校で過ごせて幸せでし
た。ありがとうございました。 

転・退職されたみなさんより 

着任されたみなさんより 

 

佐富 直美  

ワクワクどきどき、心を躍らせながら八成小学校の校門
をくぐった９年前の４月。咲き誇った桜が優しく出迎えて
くれたことを懐かしく思い出します。八成小学校の子供た
ちと過ごした毎日は、心から楽しく、本当に充実していま
した。素直で、優しくて、明るくて、そして元気いっぱい
な子供たちと、もっともっと一緒に勉強を続けたかった。
そんな思いが募ります。お世話になった皆様、今まで本当
にありがとうございました。どうぞ、お元気で。さような
ら。 

 

 
 

                   首藤 明子 

3年間お世話になりました。元気で素直で活発ですてき
な子供たちに囲まれて楽しい毎日を過ごすことができま
した。困ったときや、苦しい時にいつも子供たちに支えて
もらっていました。 

学校公開や行事の時に、保護者の皆様にも地域の方にも
お仲間に入れていただき、温かく優しくともに活動してい
ただけたこと大変感謝いたしております。本当にありがと
うございました。 

お体に気を付けて、お過ごしください。 

 

 

古野 博 

1年間の短い期間でしたが、八成小学校という子供たち
が明るく、やる気に満ちあふれた学校で仕事をすることが
できて本当に楽しかったです。 

保護者の皆様には、様々な部分で子供たちのためのバッ
クアップをしていただきました。ありがとうございまし
た。来年度は、少し環境は変わりますが、引き続き小学校
の先生として頑張っていきます。これからも、八成小学校
の子供たちが、素晴らしい未来を創り出せるように応援し
ています。 

  

杉山 温子 

八成小学校では、６年間お世話になりました。たくさん
のかわいい子供たちと出会い、元気をもらいながら楽しく
過ごした毎日でした。皆さんの笑顔、明るい挨拶、一生懸
命に取り組む姿、挑戦する姿、時には怒ったり泣いたり…
全てが私の大切な思い出です。離れていても、ずっとずっ
と皆さんのことを応援しています。 

保護者や地域の皆様には、温かく見守り支えていただき
ました。心より感謝申し上げます。本当にありがとうござ
いました。 

 
                 

  
 

小山 玲子 

 満開の八成の桜。３年前の春、初めて八成小に来た日を
思い出します。素晴らしい校庭の桜に感動しました。子供
たちとの楽しい日々が始まり、あっという間に過ぎ去り、
この春で定年退職を迎えました。本当にお世話になりまし
た。感謝の気持ちでいっぱいです。子供たちのかわいい笑
顔を心の支えにこれからも頑張ります。ありがとうござい
ました。春の訪れとともに、皆様に幸せが訪れますように
お祈り申し上げます。 

 
  

佐藤 美朝子 

満開の桜のアーチが美しい八成小の正門を初めてくぐっ
てから、８年間の長い期間を一緒に過ごさせていただきま
した。特に、後半は算数少人数担当という初めての役割で
多くの学年の皆さんと一緒に、私も算数をもう一度勉強し
なおすことができました。ありがとうございました。 
 この四月からは近くの四宮小学校で勤務しています。場
所は変わってしまいますが、八成小の皆さんの活躍を応援
しています。 

 

 

 
 

  

城石 敬士  

笑顔はみんなを幸せにすると思います。大人も笑顔。子

供も笑顔。そのためには、常に心に余裕と遊び心を。そん

な穏やかな空間を今後も作っていきたいです。すてきな4

年間をありがとうございました。 

 

 

                      佐谷 修 

好きなことをしているとき、人はすてきな表情をしてい
ます。その表情を見ている周りの人も、幸せな気持ちを感
じます。今、この時を大切に、自分のことを大切に、よく
遊び、よく学んでください。世界は楽しいことであふれて
います。 

 

 事務 藤沼 邦子 

６年前に桜の美しい八成小学校に参りました。小学校の
事務の仕事は初めてでしたので、画用紙がどこにあるかか
ら職場の先輩に教えていただきました。事務室には児童の
皆さんがチョークや色画用紙を取りに見えます。私が何本
ほしいのかと思い「いくつ？」と聞いたら「九つ。」と年
齢を答えてくれたことがあり微笑ましく思いました。いろ
いろな思いを胸に、私も卒業します。お世話になった皆様
本当にありがとうございました。 

非常勤教員 栗林 三代子  

 八成小では、図工・図書・習字等を担当させていただき
ました。子供たちの自由な発想で今でしか出せない線・形
を見るのが好きでした。和太鼓や生け花でも、子供たちの
もっている感性や可能性に触れ、その力を伸ばしてあげら
れるように、自分自身も常に何かを身に付け、指導に生か
したいと思ってきました。授業で子供たちのきらきらした
瞳を見ると嬉しくなりました。幸せな時間をありがとうご
ざいました。 

音楽講師 杉森 真由美 

八成小の一年生と音楽を一緒に勉強できたことは私の宝
物です。みんなの元気いっぱいの歌声、いつもきらきらと
した瞳で音楽を楽しんでくれたこと、忘れません。これか
らも応援しています。一年間、ありがとうございました。 

講師 平野 美由紀 

１年間、お世話になりました。児童の皆さんの笑顔と素
直な心は、今でも私の心に深く残っています。これからも、
何ごとにも前向きに取り組んでほしいです。いつまでもお
元気で。 

１年１組 増岡 隆子 

桃井第五小学校から参りました増岡隆子です。明る
く、元気な八成小学校の子供たちと一緒に勉強したり、
運動したりするのが楽しみです。保護者の皆様、地域
の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

はちなり教室 坪井 謙吾 

東大和市立第四小学校から参りました。始業式のと
きから、元気よく挨拶をしてくれた八成小の子供たち
と楽しく過ごしていけたらなと思います。パチも気に
入り、描けるようになりました。よろしくお願いいた
します。 

はちなり教室 清水 友加 

はじめまして、清水友加です。この度、はちなり教
室の担当教員をさせていただきます。元気いっぱい、
そして素直な八成小学校の子供たちと、これから過ご
せることをとても嬉しく思います。どうぞよろしくお
願いいたします。 
 

３年３組 宇賀神 佑介 

西東京市より着任いたしました、宇賀神佑介と申し
ます。保護者、地域の皆様と協力しながら、子供たち
のために精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い致
します。 

３年２組 古矢 彩音 

新規採用で八成小学校に参りました。礼儀正しく、
明るく元気な子供たちと一緒に過ごすこれからの生活
が楽しみです！保護者の皆様、地域の皆様、どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

音楽 川原 未来 

皆さん、初めまして。今年度より、４年生からの音
楽を担当することになりました、川原未来です。学校
中に美しい音が響き渡る、そのような指導を目指して
頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

はちなり教室 横尾 太治 

今年度、八成小学校に着任いたしました。子供たち
が日々を充実して過ごすことができるよう努めていき
ます。保護者の皆様と協力していきたいと思っており
ます。これからよろしくお願いいたします。 

２年２組 瀧 昌子 

八成小学校に着任して１か月が経ちました。八成小
学校の子供たちはとても元気で、挨拶がしっかりでき
るという印象をもちました。これからも、八成小学校
の子供たちの「すてき」をたくさん見付けていきたい
です。 

算数 中山 信好 

品川区から来ました。４年生以上の子供たちと一緒
に算数を学習しています。算数に興味をもってもらえ
たり少しでも楽しいと言ってもらえたりできるように
したいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

はちなり教室 小塩 鈴加 

着任してまだわずかですが、八成小の子供たちの元
気な挨拶や友達と協力する姿をたくさん見ることがで
き、「よし！頑張るぞ。」という気持ちでいっぱいです。
どうぞよろしくお願いいたします。 

事務 窪 玲子 

はじめまして。学校事務を担当いたします窪玲子で
す。保護者の皆様、先生方と協力して子供たちの学校
での生活が充実したものとなるように一生懸命努めさ
せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

はちなり教室 専門員 小山 玲子 

今年度から、はちなり教室の専門員になりました。 
引き続き八成のかわいい子供たちの成長を見守ること
ができて、とても幸せです。どうぞよろしくお願いい
たします。 
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