
愛情を込めた言葉
副校長 塩 田 英 俊

「百穀春雨」雨が降ったりやんだりの

天気です。植物が天からの恵みをうけて

葉の 1 枚 1 枚が色鮮やかに見えます。日

本には、80 種類以上の緑系の伝統色が存

在するそうです。例えば、若草色、浅緑

色、鮮緑等、様々な色の種類を通して日

本人の自然を感じる心の豊かさ、情景深

さをしみじみと感じています。

先日は、離任式がありました。３月末

で、平和の森小学校の歴史を築いてきた

9 名が本校を去りました。この 10 年の歩

みに感謝の気持ちが尽きません。本当に

ありがとうございました。異動した教職

員の思いを胸に、新たなメンバーと共に

さらに平和な平和の森小学校を築いてい

きたいと思います。

さて、この 4 月は、新たな環境や人間

関係の中で多くの人は知らず知らずのう

ちにストレスを感じ、疲れてしまってい

る人（大人も子どもも）もいるのではな

いでしょうか。子どもに置き換えて言え

ば、新しいクラスや先生、学年もそうだ

と思います。また、知らないうちに感じ

ている SNS からのストレス、戦争やコロ

ナウイルスの報道。また、ストレスを感

じている大人からの影響もあるでしょう。

これを乗り越えるための大切な力につい

て中部大学 大塚 健三 名誉教授は、「自

分自身の状態を見極める目をもつこと」、

「自分自身を高めていく向上心」、その鍛

錬を持続するために「心を落ち着かせ冷

静になる時間をもつこと」を挙げていま

す。

このゴールデンウィークは、ぜひ、ご

家族で過ごす時間を作っていただき、お

子様がストレスをよりよく乗り越えるた

めのサポートをしていただけたらと思い

ます。子どもたちの不安な気持ちや思い

を聞き、整理し、成長の支えになるよう

な愛情を込めた言葉を、降りそそぐ春の

雨のように語りかけて欲しいと思います。

本校教職員も、保護者の皆様と協力しな

がら、大切な子どもたちのよりよい成長

のために一日一日を大切に過ごしていき

たいと思います。

令和 ４年 ４月 ２８日
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平和の森 

『特別支援教育について』

特別支援教育コーディネーター 河西 真佐江

毎日の学校生活の中で、児童がもっている力を出せたり高めたりすることが困難である場合、

その児童に対してどのような支援が適切か、どのように関わればよいかを考え、生活や学習上

の困難を改善できるように指導や助言を行います。校内の特別支援コーディネーターを中心に、

スクールカウンセラーや心の教室相談員、特別支援教室専門員と連携し、必要に応じてサンサ

ン巡回指導教諭や外部機関とも連携していきます。新学期が始まって一ヶ月が経ちました。お

子様の様子で気になることがありましたら、担任までお気軽にご相談ください。



転出の先生から

帆玉 真深 先生

いつもやさしく、明るい平和の森小学校の子ど

もたちと過ごすことが出来て本当に幸せな６年間

でした。また成長した皆さんに会えることを楽し

みにしています。保護者の皆様には、いつも温か

く支えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

今まで本当にありがとうございました。

渡辺 弘美 先生

平和の森小学校では、新しい事をたくさん経験出

来ました。狭いからこそ、人が大勢いるからこそ、

一人一人が工夫と思いやりをもって過ごしていたな

と改めて感じます。いつまでも平和な学校でありま

すように。お世話になりました。

佐藤 恵 先生

11 年間お世話になりました。学習はもちろん

様々な行事を通して子どもたちのよさを知り、たく

さんの思い出ができました。平和の森小の子どもた

ちは、新しいことに挑戦し、工夫して自分のものに

する力があります。これからの活躍も楽しみです。

保護者、地域の皆様には、今までご理解とご協力を

いただけたことに深く感謝いたします。ありがとう

ございました。

大矢 陽子 先生

平森小の子どもたちは音楽が大好き、いっしょ

に歌ったり楽器を演奏したりして、楽しかったで

す。音楽は楽しい時もつらい時も自分を助けてく

れます。いつまでも音楽となかよくね。6年間お

世話になりました。

木村 慶子 先生

平和の森小学校のみなさんの笑顔にたくさんの

パワーをもらっていました。みなさんは、一人一

人、かけがえのない存在です。自分のことも友達

のことも大切にして、優しく強く生きていってく

ださいね。いつかまた会える日を楽しみにしてい

ます。保護者の皆様、温かく見守りたくさん支え

ていただきまして、ありがとうございました。

井出 隆章 先生

６年間、平和の森小学校で働けたことに感謝の思

いでいっぱいです。本当にありがとうございまし

た。頼もしい子どもたちとの出会い、尊敬する先生

たちとの出会い、数々のかけがえのない思い出がで

きました。平和の森小学校で学ばせていただいたこ

とを大切にしながら、新しい職場でも頑張って参り

ます。

三井 泰子 先生

平和の森小学校の皆さんと一緒に勉強し、一緒に

遊び、一緒に行事を行い、とても楽しかったです。

いつも皆さんから元気をもらっていました。これか

らも友達と自分のことを大切に過ごしてください。

場所は違っても皆さんのことを応援しています。

ありがとうございました。



吉本 光太郎 さん

早朝の吹奏楽部の練習、なぜか気になる昼の放

送の平森ジャンケン、子どもたちが元気にサッカ

ーや野球をしている遊び場開放。毎日子どもたち

から元気をもらっていました。校舎から見える紅

の富士山も忘れません。４年間ありがとうござい

ました。

転入の先生から

加島 みなみ 先生

小平市の小平第十二小学校から参りました加島

みなみと申します。平和の森小のみなさんとの出

会いを楽しみにしてきました。これから平森小の

魅力をたくさん見つけていきたいです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

奈良 紀子 さん

４月から平和の森小学校で事務を担当している

奈良です。ずっと長い間、区役所で仕事をしていま

したので、小学校の事務は初めてで戸惑うことばか

りですが、頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

岩井 萌 先生

はじめまして！今年度から、平和の森小学校に

参りました岩井 萌（いわい あかり）です。

明るく笑顔あふれるみなさんに毎日パワーをもら

っています。これからの学校生活がとても楽しみ

です。よろしくお願いします。

清水 葵 先生

はじめまして。墨田区立錦糸小学校から参りまし

た清水 葵（しみず あおい）と申します。

平和の森小学校の広くて長～い廊下や階段で、み

なさんが明るく元気よく挨拶をしてくれるので毎

日嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いしま

す。

石岡 桃子 先生

平和の森小学校のみなさんはじめまして♪

江戸川区の松本小学校から異動してきました。

新しい学校らしい素敵な校歌に感動しました。

みなさんと楽しく歌ったり演奏したりできるのが

楽しみです。よろしくお願いします。

島嵜 朝子 さん

平和の森小学校のみなさん。３年間お世話にな

りました。何事もあきらめず、いろんなことに挑戦

してください。たくさんの可能性を秘めているみ

なさんの未来は、これからもっともっと輝いてい

くことでしょう。みなさんの成長を楽しみにして

います。本当にありがとうございました。

平和の森小人権キャラクター
「平森ワンワン」



日 曜 朝 日 曜 朝

1 日 17 火 朝学習

2 月 A朝学習 18 水 朝学習

3 火 19 木 集会①

4 水 20 金 朝学習

5 木 21 土

6 金
▼特時
朝学習

22 日

7 土 23 月 A朝会

8 日 24 火 朝学習

9 月 B朝会 25 水 朝学習

10 火 朝学習 26 木 運動会
スローガン

11 水 朝学習 27 金 朝学習

12 木 朝学習 28 土 健康観察

13 金 朝学習 29 日

14 土 朝の会 30 月

15 日 31 火 B朝会

16 月 C朝会

1 水 朝学習 3 金 ▼朝学習

2 木 委員会集会① 4 土

【お知らせ】
※感染症の状況に応じて、行事予定を変更します。

６　月　行　事　予　定　表
読書月間始,尿検査２次(回収) 尿検査２次(忘れ),5年移動教室説明会１５:00(体育館)

歯の衛生週間始(6/４～1０)

土曜授業公開①,3年自転車安全教室 振替休業日

運動会予備日

委員会活動②,耳鼻科検診⑤2年

4時間授業,尿検査1次(回収)9:00 前日準備・係活動②

運動会,５時間授業（給食有）

避難訓練,安全指導

心臓検診1年(多目的室),耳鼻科検診④3年 下校指導

２年遠足 眼科検診（全学年）

こどもの日

地域訪問終（４/７～5/6）,耳鼻科検診③4年

6年6校時運動会係活動①,耳鼻科検診⑥1年

耳鼻科検診②5年 4時間授業,尿検査1次忘れ(回収)

憲法記念日 １年遠足

みどりの日

５　月　行　事　予　定　表
学校行事・特別活動等 学校行事・特別活動等

6年社会科見学（延期）,６年都学力調査

水筒持参について

さて、今年度も気温の高い日が予想されます。熱中症対策として水分補給を考慮し、水筒を持

参してもよいことにいたします。なお、校内の水道は飲用水として使用できます。

各ご家庭で天候やお子さまの体調を考慮しながらご判断ください。水筒には必ず学年・クラ

ス・記名を忘れずにお願いいたします。

【生活指導主任 出口 拓】


