
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定 

１ 水 天皇の即位の日 17 金 家庭訪問(終)  内科検診 SC 

２ 木 国民の休日 18 土  

３ 金 憲法記念日 19 日  

４ 土 みどりの日 20 月 マナー週間(始) 

５ 日 こどもの日 21 火 1・2 年遠足 

６ 月 振替休日 22 水 ヨーグルト(食) ｽﾎﾟ芝生  

７ 火 家庭訪問(17 日まで) 3・4 年生遠足 23 木 5 年小港ｷｬﾝﾌﾟ説明会 1・2 年遠足予備日 

８ 水 
安全指導 ヨーグルト(食)  SC 

ｽﾎﾟ芝生 交通安全教室 ハンカチ C  
24 金 

マナー週間(終) クラブ発足 SC 

９ 木 3・4 年遠足予備日  25 土  

10 金 眼科検診 委員会活動 26 日  

11 土 学校公開 避難訓練(津波引渡し) 27 月  

12 日  28 火 耳鼻科検診 SC 

13 月 振替休業日 29 水 ヨーグルト(食) 地域清掃 

14 火  30 木  

15 水 ヨーグルト飲料 体力テスト 31 金 委員会活動 SC 

16 木 体力テスト予備日     
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子供のやる気を引き出す  ～５月１１日 学校公開～ 

 

校長 横山 優美 

 

新元号「令和元年」の幕開けです。「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味

が込められ「明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本で

ありたい」という願いが込められています。新しい時代への期待が高まります。 

新学期が始まって１ヶ月が過ぎました。学級の基礎づくりも進み、子供たち一人一人が意欲的に取

り組んでいる姿が見られます。５月１１日（土）は学校公開です。学校での様子をご覧ください。子

供たちに学校公開について聞いてみました。「緊張するからなあ。」「おうちの人が来てくれるとうれし

いけど、家に帰っていろいろ言われるのがいや。」「いっぱい発表するんだ。」などと話してくれました。

子供たちは緊張する中にも保護者、地域の皆様が参観してくれることを期待しているようです。「がん

ばるぞ」とやる気がいっぱいなのです。また、１年生は保護者の顔を見ると「ほっ」とするようです。

おうちの方と目が合った後の安心した微笑がなんともかわいらしいものです。 

学校公開は、子供たちの学校での様子を間近で観ていただく大切な機会です。子供たちのがんばり

や子供同士の人間関係も観ていただけます。とても大事な学校行事です。それとともに、子供たちの

「やる気」や「自己肯定感」を高める絶好の機会でもあります。学校公開で、子供たちの「すばらし

い点・よいところ」をいっぱい見つけてください。ご家庭とはまた違う姿をきっと見せていると思い

ます。そしてご家庭に帰ってからそれを子供たちにお話しください。その言葉で子供たちのやる気や

自己肯定感がどんどん高まってきます。自己肯定感が高まると自分が好きになり、自分で何でもチャ

レンジしてみようと主体的な姿が見られるようになってきます。身の回りのことも見えてきて友達関

係もよくなってきます。よりよい自分に変わっていきます。ほめることで子供が生き生きしてくるの

です。学校公開にぜひおいでください。 

また、４校時には避難訓練・引渡し訓練を行います。大津波警報が出た場合を想定し、二次避難場

所の大神山に避難してからの引渡しとなります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おが小の一年生を紹介します♪             担任 山﨑 友紀乃 

 今年度、男の子８名、女の子１５名、合計２３名が 

小笠原小学校に仲間入りしました。ちょっぴり緊張し 

た入学式を終え、学校生活にも少しずつ慣れてきまし 

た。「先生、早く校庭で遊びたい！」「ひらがな、たく 

さん書きたいなぁ！」と、毎日元気いっぱい、何事に 

も一生懸命です。今年の１年生は、「今日も一日頑張 

ろう！オー！」という元気な掛け声で、１日が気持ち 

よくスタートします。ぜひ、聞きに来てください。 

また、５月からは、集団下校は行いませんが、下 

校の様子を地域の方々に温かく見守っていただける 

と幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

いつも 読みかけの１冊を！             図書担当 土橋 紀子 

   

 

 

 

  

 

 

いつも本を手元に置き、ちょっとしたすきまの時間にさっと本を読むことができると、子供たちは、

たくさんの本に出会って本の世界を楽しみ広げていくことができます。図書ボランティアの皆様のお

かげで、子供たちが本を手に取りやすい図書室が整備されています。また、各学級での読み聞かせも

スタートします。今年度も読書活動が充実するよう、図書ボランティアの皆様にご協力をいただきな

がら全力で取り組んでいきたいと思います。 

 
＜５月の安全指導＞ 

 

〇ろうかは右側を静かに歩こう 

 暖かくなり外で元気よく遊ぶ姿が増えてき

ました。それに伴い、学校でのけがも増えてき

ています。外だけではなく、廊下でのけがや事

故も例年起きています。各自が安全な行動を意

識できるよう指導を続けていきます。 

 
＜５月の生活目標＞ 

 
○時間やきまりを守ろう 

学校が始まって１ヶ月が過ぎました。子供た

ちは、学校の生活に慣れてきています。慣れて

くると、だんだんと時間やきまりも守れなくな

るときがあります。 

学校にあるきまりは、お互いが気持ちよく、

安全に過ごす上で大切なものです。今月はその

ことを目標に子供たちともよく確認し、意識さ

せられるように指導していきます。 

本を読むと、やさしい気持ちが心にたまる 

本を読むと、正しい気持ちが心にたまる 

本を読むと、強い力が心にたまる 

本を読むと、広い知識が心にたまる 



ヤシの木学級                      担任 前田 圭祐 

特別支援学級「ヤシの木学級」では、児童の実態に合わせた独自のカリキュラムで指導を行ってい

ます。特別支援学級の指導では、将来の就労や自立した生活、生活の中での困り感の軽減を念頭にお

き、幅広い活動を行います。買い物や公共施設利用の学習などがその一例です。自分らしく生活して

いくために、自己決定や自己表現が必要だと考えます。今年度のヤ 

シの木学級では、このような部分に焦点をあてて指導を行っていき 

たいと思います。 

最終的なゴールを見つめ、ご家庭や地域とも連携しながら、日々 

の児童の「できた」や笑顔を増やしていけるように尽力していき  

ます。 

 

仲良し登校（集団登校）                生活指導部 浅野 晴美 

 新年度がスタートし、４月１０日（水）～１２日（金）の３日間、仲良し登校を行いました。１年

生の児童が安全に登校できるよう地域班６年生の班長を中心によく動いていました。また、高学年が

優しく声を掛ける姿や地域の方に元気に挨拶する姿も見られました。 

この３日間は、教員もそれぞれの地域で子供たちと一緒に登校 

しながら、危険な場所や安全の確認を実施しました。子供たちが 

安全に登校できるよう、今後も引き続き安全指導を行います。 

 

 

スキルタイム（短時間学習）             教務部 志村 佳成江 

本校では、月・火・木・金に１５分間スキルタイムを実施してきました。今年度からこのスキルタ

イムを授業時数として計上することになりました。今までと何が変わるのかというと、授業の一環と

して行うので、あらかじめ作成した指導計画に基づいて実施することになります。見通しのある指導

を継続していくことで、計算力や言語力といった基礎学力の更なる向上が期待されます。 

１～４年生は国語・算数・英語に取り組み、反復練習による知識・技能の定着を目指します。英語

はＡＬＴによるゲームや会話を中心に英語に親しむ活動を取り入れていきます。５・６年生は必修化

となった英語の学習を中心に、アルファベットや英単語の習得にも力を入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月・火・木・金 

１３：１５～ 

１３：３０ 

○短時間学習（イングリッシュタイム） 

      月  火   木   金 

１年生     国語 英語 算数 英語 

２年生   英語 国語 英語 算数 

３、４年生 国語 国語 算数 算数 

 

13：15～14：00 

５・６年生 

５校時 

１３：３０～ 

１４：１５ 

１～４年生 

５校時 

14：00～14：15 
    月  火  木  金 

５年生 英語 英語 英語 算数 

６年生 算数 英語 英語 英語 



お弁当を食べる時間の確保について          養護教諭 阿部 大樹 

 ４月１２日（金）に行われた全体保護者会では、100 名近いご参加をいただきありがとうございま

した。全体保護者会では、本校児童の身長・体重の課題から「お弁当の量を 50 カロリー（小さいおに

ぎり半分位）増やしませんか」というお話をしました。この課題は全教職員でも共有しており、今年

度からは「お弁当を食べる時間を確保する活動」を学校一丸となって取り組んでおります。 

具体的には、４校時終了後、12 時 10 分に昼食を開始することを目標とし、昼食時間の流れを統一

して素早く準備をする、お弁当置き場を学年ごとに分けるなど食事時間を確保する取り組みをしてい

ます。結果として、４月は内地の給食と同じように 20 分の昼食時間をほぼ確保することができました。 

本校児童のアドバンテージである運動能力の高さを最大限生かすためにも、ミニトマトを１個増や

す、フルーツを追加するだけでも何でも大丈夫です。できることから、お弁当の量のご検討をどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

第５学年担任 志村 佳成江 主任教諭におきましては、４月１９日（金）診療所にて妊娠が確

認されました。そのため、今年度予定されている宿泊行事等における円滑な実施等を考慮し、５月

１４日（火）から小川 陽介 主幹教諭を第５学年担任、志村 佳成江 主任教諭を第５学年副担

任（算数少人数担当兼務）といたします。 
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