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―平成２９年４月２８日号―

おもしろく ふくらむ風や 鯉幟
正岡 子規
校長

５月の生活目標

『 落ちついて生活しましょう 』

笠井 清美

５月のさわやかな風が、桜の若葉を揺らしてい
ます。進級・入学以来、ひと月がたちました。学
級・学年のめあても決まり、ゴールに向かって、
各学級・学年が、一歩ずつ歩み始めました。
４月には、３・４年遠足（根岸森林公園）と５・
６年遠足（江の島方面）があり、そして、５月に
は１・２年遠足（多摩川台公園）があります。遠
足では、学級や学年で仲良く過ごすとともに、学
年縦割りグループでの活動を通して、協力や我慢
を学びます。また、公共や安全も学びます。春か
ら初夏にかけて、子どもたちは様々な教育活動を
通して、着実に成長していきます。今年度第１回
目の学校公開で、その頑張る様子をご覧ください。

日 曜

平成２９年度 オリンピックパラリンピック教育
アワード校
【東京都内８３校】
昨年度に実施したオリパラ教育が顕彰され、そ
の取組を今後さらに充実させるとともに、成果を
広く普及・啓発するために、オリンピック・パラ
リンピック教育アワード校として決定しました。
今年度は、
「日本人としての自覚と誇り」を中心に、
オリパラ教育を推進していきます。
平成２９年度オリンピックパラリンピック教育
夢・未来プロジェクト(Welcome ﾌﾟﾟﾛｸﾞﾗﾑ)校
【東京都内４０校】
オリパラ教育の一層の充実を図るため 、児童
とアスリートの直接交流を通じて、スポーツのす
ばらしさを実感し、夢や希望を持ち続けることが
できるように、
外国人アスリートが派遣されます。
また上記「アワード校」を受けて、
「日本人として
の自覚と誇り」を中心に、おもてなしの実践やマ
ナー講座も開かれる予定です。

小中一貫教育推進計画についてのおしらせ
今年度、大森三中校区の学校（中学校１校・小学校
３校）で、年間を通して、児童・生徒の読書活動の充
実を小中一貫教育の重点目標に掲げました。
各学年で一か月の目標冊数
（１０冊以上）
を設定し、
６月、１０月に読書に関する調査を実施していきま
す。この２回の調査結果や「読書活動の取組」
、
「参考
図書の紹介」などを、学校だよりや図書だよりで紹介
していきます。
ぜひ、ご家庭で、読み聞かせや、親子読書、地域の
図書館活用を薦めてください。

５月行事予定
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入四小開校記念日 午前授業 尿検査（二次・追加）
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区音楽鑑賞教室（５年） 耳鼻科（１、２、３年）

12

金

13

土

学校公開日 外国語活動
特別時程 午前授業（給食なし）
学校公開日 道徳授業地区公開講座
外国語活動 引き取り訓練 PTA 歓送迎会
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芸術鑑賞教室 委員会活動
離任式 視力（１年）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

クラブ活動 視力（３、５年）
安全指導 外国語活動 PTA 第一回実行委員会
眼科 尿検査（二次） スクールサポートいりし

クラブ活動 聴力（２年） 山手線マラソン（～１９日）
外国語活動 聴力（１年）
内科（１年）
耳鼻科（４、５、６年） とうぶ移動教室保護者説明会（６年）
外国語活動 遠足予備日（３・４年） 歯科（欠）
土曜補習 PTA バレーボール大会
校庭開放
クラブ活動
遠足（１・２年） 外国語活動
特別時程
子どもまつり 地域連絡協議会
校庭開放
クラブ活動
特別時程（５時間）個人面談 外国語活動
特別時程（５時間）個人面談

６月の主な行事
○６日（火）～７日（水）
：体力テスト
○１４日（水）～１７日（土）
：移動教室（６年生）
○２１日（水）
：プール開き 研究授業（音楽）

お世話になりました
１１年間お世話になりました。私にとってすべてが宝物
です。元気で素直なたくさんの子ども達と楽しく過ごすこ
とができ、色々なことを学ばせていただきました。いつも
温かい地域の方々、保護者の皆さまありがとうございまし
た。
棚瀬 和子
入四小では、６年間もの長い間お世話になりました。た
くさんの子ども達に出会いました。そじて、保護者や地域
の方々にたくさんご協力いただきました。私にとっては、
全てが大切な思い出です。今まで、支えていただきありが
とうござました。
小俣 優
私が入四小に来てから、もう２年半が経ちました。入四
小の子ども達はいつでも元気いっぱいで、人懐こい、一緒
に過ごしていて楽しい子ども達ばかりでした。ここでは語
り切れないくらい、たくさんの良い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。
生田 祐一
１年間を通して、担当している子どもたちが成長してい
く様子を見ることができてうれしかったです。良い出会い
に恵まれたことに感謝しています。
渡辺 健一
入四小では、３年間お世話になりました。よき先生、よ
き仲間、シルバーボランティアの方々、元気な子ども達に
囲まれ、楽しく働くことができました。本当にありがとう
ございました。
大山 喜美子
桜の季節に入新井第一小学校より異動になり、８度目の
桜の季節にお別れです。教職員、PTA、地域の皆さまのお陰
をもちまして無事任期を勤めることができました。唯々感
謝の気持ちで一杯です。お身体、大切にこれからも活躍さ
れることを心から祈っています。長い間お世話になり、あ
りがとうございました。
原田 常一

よろしくお願いします
初任としてまた入四小でお世話になることになりま
した。素直で、元気いっぱいの入四の子ども達と一緒
に過ごせることを、嬉しく思っています。どうぞよろ
しくお願いします。
４年担任 五十嵐 香織
今年度よりサポートルームに赴任しました、池上杏奈
です。元気いっぱい・笑顔の素敵な入四小の皆さんとふ
れ合えるのを楽しみにしています。これからよろしくお
願いします。
サポートルーム 池上 杏奈
今はわからないことばかりですが、楽しく仕事ができ
るように頑張ります。よろしくお願いします。
用務主事 西脇 祥子
安方中学校より転任してきました。一日も早く入四小
に慣れて、新しい気持ちで頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
警備主事 田中 隆一
今年度から５年生の担任をさせていただくことにな
りました。まだ分からないことが多いですが、一年かけ
て子ども達と共に成長していきたいと思っています。ま
た、毎日、全力で子ども達のために尽くしていきます。
よろしくお願い致します。
５年担任 三浦 佑之助
今年度より３年生から６年生の習熟度別算数を担当
させていただくことになりました。子ども達にとって楽
しく、分かりやすい授業づくりを心がけていきたいと思
います。至らない点もあるかと思いますが、精一杯頑張
ります。どうぞ、よろしくお願い致します。
習熟度別算数 小淵 麻衣
今年度、入新井第四小学校でお世話になります、伊藤
発人と申します。子ども達の成長のため、精一杯頑張り
ます。よろしくお願い致します。
２年体育補助員 伊藤 発人

入学式から１ヶ月
１年担任 瀬川 仁一朗
４月６日、桜が満開の中、ピカピカのランドセルを背負った１年生が入四小の門をくぐりました。入学式に
なり、笑顔で入場してくる一年生の姿がとても印象的でした。これからこの子たちとの一年間が始まるんだ、
と期待に胸が膨らみました。４月１１日には、一年生を迎える会がありました。一年生は、お礼に「一年生に
なったら」の歌のプレゼントをしました。元気いっぱいの歌声を、体育館中に響かせていました。休み時間に
は、校庭で遊ぶことができるようになりました。友達と楽しく過ごし、笑顔で教室に戻ってきます。入学式か
ら１か月。最初は何もできなかった 1 年生でしたが、少しずつできることが増えてきました。ランドセルのし
まい方、名札の取り外し、連絡帳を書く、給食の準備。日々の積み重ねで、できるようになったことがたくさ
んあります。眠い時でも目をこすって、学習している姿から、
「1 年生としてがんばろう」という気持ちが伝わ
ってきます。これからの成長を楽しみにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

