
「登校の様子から」 副校長 塩 田 英 俊

暖かな日差しを受け、新緑の若芽が自分達の

出番だとばかり、色鮮やかに広がってきていま

す。平和の森小の子どもたちも、伸び伸びと気

持ち新たにスタートを切りました。

4月から登校の様子を見ていますと、１年生
の保護者の方が正門まで送り届けてくださる

様子が見られました。本当にありがとうござい

ます。中には、名残惜しい児童もいるのか、な

かなか保護者の方と離れられないお子さんも

いました。実は、子どもの頃の私も離れられな

い 1人で、よくフェンスにしがみついて泣いて
いた記憶があり、お子さんの気持ちがよく分か

ります。お子さんと本校の教職員は、何事もな

かったかのように手をつないで保護者の方と

お別れをし、その後は自然と気持ちを切り替え

て靴を履き替えて教室に向かいます。（私では、

こう上手くはいきません。）保護者の手から離

れた子どもたちは、教室に入ると何事もなかっ

たかのようにしている子がほとんどです。こう

やって日々、学校という環境に少しずつ慣れて

成長していくのでしょう。

これは、場面は違ってもどの学年にもあては

まることだと思います。「苦労は買ってでもし

なさい。」という言葉の通り、苦労や苦難は生

活していればつきもので、生きていれば負荷は

かかります。その時に子どもたちの成長のため

にと時には背中を押し、時にはじっくりと見守

りながら、自分で一生懸命に考えて行動する場

面を待ってあげることも大切なことだと思い

ます。自分で歩んだその一歩を大事に育ててい

きたいと思います。

さて、学校全体の登校の様子としては、校帽

を被り目を見て元気に挨拶をしている様子が

多く見られました。逆に、守られていないのが、

決められた時刻に登校することです。ぜひ、学

習がゆとりをもってスタートできるよう、

【8:15～8:25までの登校】のお声かけ・ご協力
をお願いいたします。

先日、4月 23日（金）には、Googleクラス
ルームを活用して、離任式を実施いたしました。

渡島郁弘前校長先生や大村養護教諭、吉村教諭

に御出席いただき、代表の児童にそれぞれの先

生方へ心のこもったお手紙を読んでもらいま

した。先生方は、花束と共に渡された子どもた

ちのお手紙を見ながら「宝物にします。」と書

いてくれた児童と対話をするように噛みしめ

ながら読んでいらっしゃいました。

その後、校歌を放送で流しつつ、離任式の会

場と各教室を中継で結び、各クラスからのメッ

セージを発信してもらいました。離任式自体は

例年ですと「お話を聞いてる最中は静かに話を

聞く」とか、「姿勢を正しく」という指導が主

でしたが、型にとらわれずに双方向発信で本当

に伝えたい思いや元気な姿をお見せすること

ができ、新たな行事の形式を垣間見るようでし

た。これからも去られた先生方の思いを胸に、

さらに素晴らしい平和の森小学校を築いてい

きたいと思います。
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転出の先生から

井出 隆章 先生(1 年間大学院での研修を行っています）

平和の森小学校に着任してから、たくさんの思い出をつくる

ことができました。本当にありがとうございました。今年度は、

大学院派遣研修を受けさせていただくため、学校を離れること

になりました。またどこかでお会いできる日を楽しみにしてい

ます。

伴 陽子 先生（今年度より心の教室相談員となります）

３年間、保健室で大村先生と一緒にみなさんが健康に過ごす

ことができるように日々お仕事をしました。毎日明るく元気

なみなさんと過ごすことができて感謝しています。ありがと

うございました。

吉村 優希 先生

平和の森小学校のみなさん、2年間ありがとうございまし

た。この2年間、授業中や休み時間に、友達と協力して学習

したり、遊んだりするとてもステキな姿を何度も見ることがで

きました。これからも友達を大切にして、いろいろなことに挑

戦してみてください。

青山 クララ 先生

大好きな平和の森の子どもたちと 4年間過ごさせていただ

き、幸せでした。子どもたちが色々なことに挑戦して頑張る姿

を間近で見て、たくさん感動させてもらいました。新しい場所

でも、皆さんの笑顔を思い出して私も頑張ります。ありがとう

ございました。 秋山 淑子 先生

わずか１年でお別れすることになり残念ですが、コロナの

ための臨時休校もあり、心が揺れることも多い年でした。そ

の分、人と出会って話せることの有り難さも感じさせられま

した。たくさんの友達や先生方に接し、たくましく心豊かに

育っている平和の森小の皆さんを、佐賀の地より応援してい

ます。お世話になりました。

日高 音緒 先生

1年間ありがとうございました。廊下や教室で会うと挨拶

をしてくれたり、一緒にお話をしてくれて嬉しかったです。

また1年間という期間の中で、みなさんの素晴らしい成長ぶ

りを感じることができて、私自身励まされました。

進級・進学をしても元気に過ごしてください。

石井 志おり 先生

平和の森小には２年間お世話になりました。新人育成教員

として若い先生や３年生の子どもたちと過ごしました。今ま

でと生活が変わったこともありますがこれからも臨機応変に

がんばりましょう。

鈴木 智子 先生

平和の森小学校のみなさんと一緒に過ごすことができ、心

から感謝しています。みなさんのよいところは明るく素直な

ところだと思います。これからも自分の可能性を信じて、勉

強、スポーツに挑戦してください。

大村 美奈子 先生

みなさんの笑顔が大好きでした。また、「ありがとうござい

ました。」と言われて、私はみなさんから元気をもらっていま

した。自分でけがや病気に気をつけられる人になってくださ

い。お世話になりました。ありがとうございました。

渡島 郁弘 校長先生

教職の最終章に、校長として、地域そして保護者の
皆様には大変お世話になった３年間でした。
昨年度は、約一年間、かつて経験したことのないコ

ロナ禍の中、子どもたちにとって何が最も安全で必要
なことなのかを判断したことに多大なご理解を頂きま
した。ご協力やご支援を頂きましたことに直接お礼も
お伝えできなかったことが心残りです。
子どもたちとのたくさんの思い出を宝物として、残

された人生を歩んでいきます。保護者及び地域の皆様
に紙面を借りて心より感謝申し上げます。

宮口 大介 先生

元気いっぱいの皆さんと過ごせた日々は、私にとって財産

となりました。校歌「君はたからもの」の通り、一人一人が

「宝物」の存在です。どうかこれからもお互いを大切に思い

やる心を忘れず、頑張ってください。応援しています。あり

がとうございました。

恒川 文 先生

３年間、ありがとうございました。

昨年度は、給食時間に関わることが少なく、さみしい思い

もしましたが、「おいしかったよ」と声をかけてくれると本当

にうれしかったです。すてきな大人になってください。



転入の先生から

武智 直貴 校長先生

同じ中野区の鷺宮小から参りました。平和の森

小のたくさんの子どもたちと先生方に出会い、元

気あふれる学校だと実感しました。みなさんと一

緒に「平和の森」という素敵な名前に負けない、

明るく平和で素敵な学校にしていけるようがん

松岡 孝子 先生（支援員）

中野区立桃花小学校より異動してきました。

以前より私の散歩コースに平和の森公園が入っ

ていたため、何か身近に感じる小学校でした。

毎週月曜日と木曜日の勤務です。どうぞよろし

くお願いいたします。

出口 拓 先生（６－３担任）

中野区立桃花小学校から参りました。「笑うこ

と・楽しむこと」がとても大好きです。

平和の森小学校の一員として、元気を出して子

どもたちと日々前進していきます。よろしくお願

いします。

樋田 知子 先生（２－１担任）

西東京市立住吉小学校から参りました。元気で

素直な子どもたちと出会い、心弾む毎日です。

早く学校に慣れ、ゆったり落ち着いた気持ちで

子どもたちに向き合っていきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

相澤 小百合 先生（２－３担任）

杉並区立和田小学校から参りました。「教師と

しての視点」「親としての視点」「子どもだった頃

の視点」の３つの視点で、子どもたちと共に学び、

成長を支えていきたいと思います。よろしくお願

梅澤 潔 先生（５－３担任）

目黒区の小学校から来ました。けじめをつけつ

つも、明るく・楽しく・元気のよい学級を作って

いきたいです。好きな物はねことスポーツをする

ことです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

河西 真佐江 先生（保健室）

江東区の南砂小学校から来ました。皆さんが

健康で、元気な毎日が送れるようお手伝いしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

自然が大好きです。皆さんの好きなことも早

く知りたいです。

若松 登志江 先生（保健室）

谷戸小学校から転任してまいりました。平和の

森小学校の子どもたちが元気で明るく、そして、

たくましく育っていくことを願いながら、健康の

お手伝いをさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

竹内 章太朗 先生（講師）

西東京市の栄小学校から来ました。自分が生ま

れ育った中野区で、先生として働けることを大変

うれしく思います。平和の森小学校の一員とし

て、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いし

佐々木 美幸 先生（講師）

新宿の早稲田小学校から来ました。３月まで

は２年生の担任をしていました。平和の森小学

校では５．６年生の楽しい家庭科をめざして頑

張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

関口 久美子 先生（スクールカウンセラー）

スクールカウンセラーとして火曜日と金曜日に

相談室に来ています。平和の森小学校の児童のみ

なさんが、より元気に日々過ごせるためのお手伝

いができたらと思います。よろしくお願いいたし



日 曜 朝 日 曜 朝

1 土 17 月 朝会

2 日 18 火 朝学習

3 月 19 水 朝学習

4 火 20 木 朝学習

5 水 21 金 朝学習

6 木 朝学習 22 土

7 金
▼特時

朝学習
23 日

8 土 朝の会 24 月 朝会

9 日 25 火 朝学習

10 月 朝会 26 水 朝学習

11 火 朝学習 27 木 朝学習

12 水 朝学習 28 金 朝学習

13 木 朝学習 29 土  健康観察

14 金 朝学習 30 日

15 土 31 月

16 日

1 火 朝学習 3 木
▼特時

朝学習

2 水 朝学習 4 金 朝学習

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

緊急事態宣言（発令期間4/25～5/11） 5年移動教室説明会

５時間授業（1～4年）,委員会活動②,尿検査1次忘れ(回収)

憲法記念日 4時間授業

みどりの日 ２年遠足

こどもの日 耳鼻科検診2年

心臓検診1年,写真撮影（周年）

航空写真撮影（周年）,耳鼻科検診4年

土曜授業公開②(公開無し） 6年運動会係活動①

耳鼻科検診5年

5時間授業 耳鼻科検診６年

緊急事態宣言（発令期間4/25～5/11）,尿検査1次(回収) 6年全国学力調査

4時間授業 前日準備（6年）,４時間授業（１～5年）,5時間授業（６年）

眼科検診（全学年） 運動会（公開無し,弁当持参）

登校指導,避難訓練,安全指導,耳鼻科検診3年

振替休業日

６　月　行　事　予　定　表
歯の衛生週間始 , 読書月間始 歯科検診5.6年

尿検査2次(回収) 耳鼻科検診1年,尿検査2次忘れ(回収)

【お知らせ】
※感染症の状況に応じて、行事予定を変更します。
①緊急事態宣言が発令中のため、委員会活動を５月１８日（火）へ変更します。
②5月29日（土）予定の運動会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催方法等検討してい
　ます。詳細は、連休明けに改めてお知らせいたします。ご了承くださいますよう、お願いいたします。

今月の生活指導　「きまりを守ろう」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活指導部）佐藤　恵

　新学期から１ヶ月近くがたちました。新しい環境にやや緊張していた子も、学校生活に慣れ始めた頃ではないでし

ょうか。また、5月に入ると運動会の練習も少しずつ始まり、疲れが出始める時期でもあります。お子さんの様子を

見て、話に耳を傾けていただき、何か気になることがありましたら、早めに学校にお知らせください。また、東京都で

は、現在も新型コロナウィルス感染症の拡大が心配されています。学校でも今まで以上に感染予防に努めていき

ますので、ご家庭でも、体調管理に努めていただきますよう宜しくお願いいたします。

　今月の生活目標は「きまりを守ろう」です。校内では、「登下校の時刻・チャイムの合図を守る」「校舎内を走らな

い」等、数多くあります。きまりの意味やきまりを守ることの大切さを伝え、互いに気持ちよく過ごし、安全に気をつ

けていく態度を育てていきたいものです。

　●自分の身を守るために●

　春になると、不審者情報が近隣で寄せられます。教員も登校見守りや下校指導などを通して身を守るための指導

をしています。その中で防犯ブザーの電池が減ったり、壊れたりしてブザーが鳴らないお子さんがいました。ご家庭

でも防犯ブザーの点検をしていただき、電池の交換、修理をお願いいたします。


