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「自分の感情を伝えるために」
副校長 小杉

謙次

方南小学校の教育目標
☆明るく じょうぶな子
☆なかよく 助け合う子
☆進んで考え やりぬく子

そのために必要なのが道徳教育ではないで
しょうか。今回の学習指導要領改訂（2018
年度移行措置期間）に「道徳の教科化」があ
ります。なぜ、教科化されたのでしょうか。
この目標を達成させるために昨年度に引き続 そのきっかけのひとつにいじめや自殺問題が
き本年度も「みんなで学び、共に生きる学校」 あります。人間関係に悩み、苦しみ、解決す
ることが難しくなっています。生命尊重・思
という共有ビジョンを設定。「方南with
you」プロジェクト「学習、学び」を核に取組 いやりの感覚が育っていないのではないかと
いう議論もあります。些細なことも感情をぶ
を進め、「共に生きる子」「よりよく生きる
子」を育む教育を学校支援本部を中心とした地 つけるために誤解や勘違いが起きてやすく
域と共に実施して参ります。その中で「集団の なっています。
今後の社会は、グローバル化や価値観の多
なかでの体験を通し、豊かな人間関係を育む」
様性が進みます。異なる価値観や倫理観をも
ことを基本方針の一つにあげております。
子どもたちの生活をのぞいてみると、自分の つ人と生きていくためには「賛同できないけ
感情をコントロールできず、感情を友達に「ぶ れど理解はできる」という感覚が必要となり
つける」子がいます。汚い言葉で友達を罵り、 ます。２つの「正解」の間で揺れる体験をし
相手も自分の心も傷つけてしまう子。そのあと ながら「考える道徳」がはじまります。また、
後悔して、反省しても口にしてしまった言葉が、 評価は、こうした学習を通して、自らの成長
友達関係が悪化させ、悪循環に陥ってしまうこ を実感し、意欲の向上につなげていくもので
す。また、教師の側からみれば、目標や計画、
とがあります。また、3人集まれば、2人で話
をしているともう１人が仲間はずれにされたと 指導の改善・充実に取り組むための資料とな
思い込み、「内緒話をされた。」と訴え、何気 ります。
道徳的価値の理解を自分自身との関りの中
なく話をしていた2人も困惑し、疑心暗鬼に
で深め自分の感情をぶつけるのではなく、思
なってしまうこともあります。自分の感情を
「ぶつける」のではなく「伝える」ことができ いやりの心をもって伝えることのできる子ど
もたちに育てていきたいと思います。
る子になってほしいと願っています。
生活指導主任

常安 一路

新年度も、はやひと月が過ぎました。今年度は桜の開花が早く、新緑の緑を感じながらの新学期スタートとなりました。新年度
を迎えた子どもたちは、まさにこの新緑のように、生き生きとした表情で校庭に集まっていました。そして、3年生、5年生がクラス
替えの名簿を渡してもらいに前担任の先生の所に集まり始めると、一様に朝礼台の前に移動し、並び始めました。誰も何も言わ
ないのに自主的に整列をし始める様子に、やはり、一つお兄さん、お姉さんになった姿を見ることができました。
そこで、始業式の日に今年度特に気を付けて生活してほしいと思ったことを話しました。それは、「廊下や階段の歩き方」です。
「廊下や階段は？」と問いかけると、たくさんの子どもたちが「走らない」「右側を歩く」と大きな声でしっかりと返してくれました。そ
う、みんな分かっているのです。ところが、実際は。長い廊下が魅力的なのか、休み時間を少しでも長い間過ごしたいのか、走っ
て行動してしまうのです。このことは、考えすぎと思われるかもしれませんが、例えば放課後の生活の中で何かに夢中になってい
る時、道路を飛び出してしまう場面などにつながってしまうかもしれません。普段の生活、学校生活共に落ち着いて行動できる姿
をめざしていきたいと思います。
今年度も学校、保護者の方々、地域の方々で協力して子どもたちの生活を見守っていきたいと思います。

ぴっかぴかの１年生をむかえ、新年度がはじまりました！
新しい目標に向かって、今年度もがんばりましょう！

●２年生●
★ぼくはこの１年かん、１年生のかっこいいみほんになりたいです。そのために、やさしくてたよ
りになるようにがんばります。
★わたしはきょねん、プールをしました。きょねん、もぐれるようになったので、つぎはおよげる
ようになって、プールのめい人になりたいです。
★わたしは、２年生のむずかしい九九をがんばりたいです。そして、２年生のおわりには、すらす
ら言えるようになりたいです。
★ぼくは、えん足で1年生としんじゅくぎょえんにいくので、1年生をしっかりリードしたいです。
あそびやわからないことをおしえてあげて、がんばりたいです。
★わたしは、学げいかいをがんばりたいです。1年生こうりゅうかいではうまくできたので、学げ
いかいも、わくわくしてたのしみです。
★わたしは、2年生でそうじをがんばりたいです。いつもきれいなへやでべんきょうしたからです。
大そうじのときにもやくにたつとおもいます。
★わたしががんばりたいことは、学校のてつぼうでさかあがりができるようになりたいです。れん
しゅうしてもできなかったので、がんばってできるようになりたいです。
★わたしは、さんすうのひきざんをれんしゅうしてすらすらこたえられるようになりたいです。な
のでおうちでたくさんれんしゅうをしたいです。
★わたしは、1年生にみちをおしえてあげたり、ばしょをおしえてあげたりしたいです。やさしく
おしえてあげられるといいとおもっています。

●４年生●
★ぼくの４年生の目ひょうは、手を何回も挙げることと卓球が強くなることです。少しずつでいい
から手を挙げる回数をふやしたいです。卓球は、家では練習できないから、すぶりを何回もして、
卓球が強くなりたいです。
★私は、４年生になって、もっと勉強ができるようになりたいです。それから、もっとやさしい人
になりたいです。そのために、もっと学んで、いろいろな事を知って、「やさしい人」「勉強が
できる人」になりたいです。
★ぼくは、４年生になって、もっと、よくできる事をふやしたいです。新しい漢字を、正しく、き
れいに書けるように、練習したいです。足もはやくなりたいです。また、もっといっぱい知らな
い子と話して仲良くなりたいです。
★私はリレーの選手に３年連続で選ばれているので、今年も選ばれたいです。また、給食の牛乳を
残さず飲みたいです。飲めた時は達成感があってうれしいので、毎日続けたいです。
★私は字をていねいに書いて、家と学校の勉強をもっとがんばりたいです。成長するために、毎日
きれいな文字を書くことを心がけ、勉強に集中するくせをつけたいです。
★ぼくは国語の文章問題が苦手なので、力を入れてがんばりたいです。そのために、勉強する時間
を長くします。また、友達とおにごっこなどをして、元気に遊びたいです。
★ぼくが達成したいことは、スピードを落とさず、字をきれいに書くことです。ていねいに書くと
時間が足りなくなってしまい、速く書くと字がきたなくなってしまいました。この目ひょうを達
成できるようにがんばります。
★私のがんばることは、「代表委員会」です。クラスの代表として参加するので、とても大事なや
くわりだと思います。わたしは、決まったことをわかりやすくクラスに伝えたいです。
★ぼくの目ひょうは、前よりそうじがうまくなることです。今まではおおざっぱな感じでそうじし
ていました。４年から図工室そうじも始まるので、うまくなるようがんばりたいです。

松江 知子先生（主任教諭）
杉並第二小学校から異動して参りました。
明るくて素直な可愛い子どもたちに出会えて、本
当に幸せです。2年2組を担任させていただいてお
りますが、他の学年の子どもたちも進んであいさつ
をしてくれて、毎日とても嬉しく元気が出ます。
学習や行事を通して、子どもたちと共に一歩一歩
前進していきたいと思います。よろしくお願い致し
ます。

尾土平 誠先生（教諭）
図工を担当します尾土平誠です。児童と一緒に
なって勉強したいと思っています。
小学生の絵や工作はこの時期でしか作れない特
別なものだと思っています。そして図工では児童
の発想が、私の想定を飛び越えていくのが楽しみ
です。その発想に驚くとともに、私自身も深く学
んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお
願いします。

高橋 恭子さん（事務嘱託員）
事務室は窓が大きく、明るく開放的です。
皆様が学校生活を円滑に過ごせるように事務
の仕事を頑張りたいと思います。

伊藤 正剛先生（教諭）
多摩市立豊ヶ丘小学校から異動して参りました。豊ヶ
丘小学校には、校地内に約7100㎡の学校林があり、子
どもたちの学びの場であり、遊びの場でもありました。
方南小学校にも「むさし野の森」があり、とても親しみ
を感じています。
知識や技能の獲得だけでなく、「比較」や「関連付
け」「分類」など、問題解決の基礎となる能力を育むた
めには、どうしたらよいのか。子どもたちとともに、考
えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

藤井 蘭童先生（教諭）
はじめまして、本年度2年３組の担任をさせてい
ただきます。方南小学校の明るく元気な子供たち
が、学習や行事に気持ちよく取り組み、充実した
毎日を送ることができるよう、全力で支えていき
ます。
今年度は方南小学校が８０周年の記念というこ
とですので、子供たちとともに忘れられない一年
を一緒に創りあげていきたいと思います。よろし
くお願いいたします。

宮﨑久実子先生（特別支援教室専門員）
この春から特別支援教室を担当することになり
ました。今まで高等学校で大きな生徒さんたちに
囲まれていたので、小学生の皆さんとの生活をと
ても楽しみにしています。どうぞよろしくお願い
いたします。

山田 好一先生（用務）
はじめまして。杉二小からやってまいりました。
みなさんが学校生活を楽しく過ごせるように環境
整備に努めて行きたいと思います。よろしくお願
いいたします。
※5月1日（火）より3年2組担任として小柳和可教諭が着任いたしました。よろしくお願い致します。

体育主任

村木

真人

運動会は、日々の体育学習の成果を発表することを目的とし、赤組、白組に分かれて団体種目、短距離走等の競
技や学年毎の表現に取り組みます。本校では、「みんなで学び、共に生きる学校」を共有ビジョンとし、教育活動
を行っています。運動会という共通の目標に向かって励まし合いながら活動することで、お互いの努力や成長を認
め合い、かけがえのない絆が生まれるよう指導していきたいと考えています。また、自分の目標をもち、その目標
の達成に向けて挑戦する意欲も大切にしていきたいです。
５，６年生は、係活動もあります。高学年としての自覚をもち、責任をもって自分の役割に取り組む姿もぜひ見
ていただきたいと思います。
また、方南小学校の伝統でもある「エイサー」には、保護者の皆様もぜひ参加いただきたいと考えています。子
どもたちと共に運動会を盛り上げることを通して、皆様との繋がりをより深められれば幸いです。子どもたちに
とっても、年に１度の大切な思い出となります。ＰＴＡ競技にも、ぜひご参加ください。
本年度は、『創立８０周年記念 運動会」として行います。 競技の中にも、“８０周年”をお祝いする工夫を取
り入れて実施します。方南小の子どもたちのパワーで、地域の皆様へ元気を届けていきたいと思っています。当日
は、笑顔があふれる運動会を目指しています。力一杯頑張る子どもたちに大きなご声援とあたたかな拍手をよろし
くお願いいたします。

５月の生活目標

５月の行事予定
日

曜

行事予定
いのちの教育月間

やくそくを守って楽しい学校生活を送ろう
日

遠足予備日

曜

行事予定

1 火 個人面談（１年） 視力検査（２年）

17 木 眼科検診（全学年）

2 水 離任式 視力検査(１年) 避難訓練

18 金 運動会全体練習① のびのび

3 木 憲法記念日

19 土

4 金 みどりの日

20 日

5 土 こどもの日

21 月 運動会全体練習② 運動会係打ち合わせ②

6 日

22 火 心臓検診（1年 他対象者）
5時間授業始め（１年）

クラブ

7 月 図書館オリエンテーション（１年）
区特定課題に対する調査(3～6年)

23 水 運動会全体練習③

8 火 ５時間授業（校内研修会のため）

24 木 全体練習予備日③

9 水 運動会特別時程始め 運動朝会

25 金 運動会リハーサル 運動会前日準備

10 木

26 土 運動会
出前授業（４年移動式プラネタリウム）

11 金 フリービーのみあり

27 日 運動会予備日①

12 土

28 月 振替休業日

13 日

29 火 運動会予備日②

14 月

運動会係打ち合わせ①

５時間授業（１～５年）

15 火 ６時間授業始め（２年） 尿検査(1次)

30 水 尿検査（２次） たてわり集会
31 木 尿検査（２次追加） 遠足予備日

16 水 音楽タイム 尿検査１次追加
《スクールカウンセラー来校日・５月》
佐治 祥先先生…１０日（木）、1７日（木）、2４日（木）、３１日（木）
カウンセラー室 直通電話番号 3322-7678 （留守番電話にメッセージを入れてください）

