本村小学校 学校便り

離任のあいさつ

着任のあいさつ

本村小での音楽会、合唱発表会はとても大切な、素 世田谷区より異動してまいりました。本村小にまた
敵な思い出です。一緒に音楽ができてとても楽しかっ 戻ることができて嬉しく思います。子供たちと楽しい
たです。長い間大変お世話になり、ありがとうござい 学校づくりをしていきたいと思います。どうぞよろし
ました。
くお願いいたします。
たった一年という短い間でしたが、一つ一つの出来 今年度も本村小学校に勤務することとなりました、
事が内容深く、充実した時間でした。子供たちの頑張 小林由果です。子供たちが「学校って楽しいな。
」と
る姿、まぶしい笑顔が大好きでした。今までありがと 思えるように、たくさん一緒に遊びたいです。よろし
うございました。
くお願いします。
短い間でしたが、運動会、本村まつりと、みなさん 今年度より、新規採用として本村小学校で勤務する
と一緒に取り組め、とても楽しい思い出を作ることが ことになりました。見た目は新規、仕事は新規以上を
でき嬉しかったです。またお会いできることを楽しみ 目指してまいりますので、ご協力よろしくお願いいた
にしています。ありがとうございました。
します。
大きな桜の木がある本村小学校から、海の見える港
陽小学校へ。強風の日に飛ばされると思いました。
元気で明るい本村の子供たち、２年間、ありがとう
ございました。

今年から、若竹学級の皆さんと一緒にこの本村小学
校で学べることとなりました、石川です。多くの時間
を共にし、楽しく学んでいきたいと思います。よろし
くお願いします。

若竹学級ではお世話になりまして有難うございま
高輪台小学校からまいりました渕岡文枝です。安全
した。現在は９２歳の認知症の母と一緒に暮らし、在 で快適な環境作りのお役に立てるよう頑張ります。よ
宅介護の手厚いサービスに助けて貰いながら充実し ろしくお願いします。
た日々を送っています。
楽しい日々を過ごさせていただきました。いつも
通っていた道が、懐かしく感じます。これからのみ
なさんの成長がとても楽しみです。どうもありがと
うございました。

再任用の週４日勤務です。施設整備、環境衛生を担
当します。現在６３才です。よろしくお願いします。

１年間お世話になりました。
「今日の給食はなんだろ 今年度、本校栄養士として勤めます馬場絢子です。
う。」とサンプルケースを見ている姿や「おいしかっ 子供たちの健やかな成長を支えられるよう、安全で美
たです。
」という嬉しい言葉が忘れられません。今ま 味しい給食を日々考えてまいります。宜しくお願い致
でありがとうございました。
します。
特別支援教室の通級及び学習支援員の配置の申し込みについて
平成２８年度から、発達について気になる児童を対象に、生活面や学習面での困難を克服・改善するた
めの指導を行うために、本校において通級指導を行う特別支援教室（なでしこルーム）を開室しておりま
す。
また、通常の学級の教室内での一斉指導において、苦手な部分を補うために、個別的な支援を行うため
に学習支援員を配置しているところです。
現在、これらの支援を受けておらず、今後、特別支援教室の通級あるいは、学習支援員の配置を希望さ
れる保護者の方は６月１５日（金）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に御相談く
ださい。
※なお、２学期以降も継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護者の方につきま
しても、６月１５日（金）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に連絡してください。

-2-

本村小学校 学校便り

委員会紹介
代表委員会について

生活委員会について
代表委員会

代表委員会は、３年生以上のクラスから男女１

生活委員会担当
今年度から発足した生活委員会は、学校のき

名ずつ選出されます。活動は多岐にわたり、
「運動

まりや生活面に関することで、本村小学校がよ

会のスローガン決定」
、
「１年生を迎える会」
「本村

り良くなるために取り組んでいきます。

子どもまつり」
「６年生を送る会」などの行事運営、

４月の委員会では、子供たちから「名札を付

「ユニセフ募金」
「愛のハガキ運動」などの奉仕活

けない人がいる。」との意見が出ました。曜日ご

動などを行っています。また、年に２回、高陵中

とに担当を決めて、中休みに生活委員が各クラ

学校生徒会役員、笄小学校代表委員と「子どもサ

スを回ります。名札フォルダーに名札が入った

ミット」を行います。そこでは、各学校や高陵ア

ままの児童や、名付を付けていない児童に声か

カデミーをよりよくしていくために何ができるか

けをします。今後は、学校のきまりの必要性を

を話し合います。4 月 18 日に開催されたサミット

再確認し、決まった

では、本校の 6 年生が挨拶の活性化について提案

ルールは、みんなで

しました。新しく発足

守るよう取り組んで

した生活委員会をはじ

いきます。

め、各委員会と協力し、
よりよい学校づくりに

運動会

取り組んでいきます。

体育的行事委員会

鎌倉遠足

５月２６日(土)に運動会を行います。５月の
５年担任

連休明けからは、運動会特別時程も始まり、本
格的に練習を行っていきます。練習での成功や

４月２３日(月)いざ鎌倉へ！
曇りながら涼しい気温で、遠足には快適な天気で

失敗、努力や苦労を、全て糧にして、新しい学

した。５年生は集団での歩行も、長時間の電車内

年としての成長を期待しています。また、クラ

での態度も良かったです。

ス替えをして、新しいクラス、新しい友達とも、
もう一歩距離を縮め、一体感を感じることがで
きる良い機会にしてほしいです。

また、鎌倉市内では、
また、運動会では、会場の警備など、多くの

グループで活動しました。
今後さらに、集団活動

仕事をＰＴＡ役員の方々にお願いをしていま

を自分たちでしっかりと

す。保護者の方々のご協力、地域の皆様の温か

できる力を発揮できるこ

い応援の上に運動会が開催できることを子供た

とと期待しています。

ちにも伝えながら精一杯取り組んでいきます。
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５月の予定

５月の生活指導
「力を合わせて

なかよく生活しよう」
生活指導部
新学期が始まり１か月が経ちました。
１年生も学校に、２年生以上も新しいク
ラスに慣れ、学習に取り組んだり遊んだ
りする姿が見られます。
５月は下記の目標を指導していきます。
①「たくさんの友達と仲良く遊ぼう」
②「ていねいな言葉遣いで話そう」
③「仕事や当番を助け合ってしよう」
④「遊びのきまりを守ろう」

本村の給食
栄養士

本村小学校に勤務して 1 か月が経とう
としています。給食の時間に各クラスの様
子を見に行くと、配膳直後にはまだ余って
いた食缶が空っぽになっていたり、子供た
ちが「美味しいです先生！」と声をかけて
くれたり、栄養士として日々やりがいを感
じています。
本村小学校の給食は、他の学校に比べて
日本の郷土料理や外国料理に触れる機会
が多いと思います。色々な食べ物・味を知
って、もっと食への興味をもってもらえた
ら嬉しいです。また、食べ物を粗末にせず、
残さず食べようとする心を育むと子供の
心は優しく豊かになります。食を通じて、
子供たちの心も育
てていけるよう先
生方と協力しなが
ら子供たちと関わ
っていきたいです。
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安全指導 クラブ 視力（6 年）
視力・色覚（4 年）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
全校朝会 運動会特別時程開始
自転車教室（3 年）視力・聴力（5 年）
全校読み聞かせ 視力・聴力（若竹）
委員会 避難訓練（Ｊアラート）
心臓検診（1 年・該当者）
視力・聴力（3 年）
体育朝会 視力・聴力（1 年）
運動会児童係打ち合わせ①
Ｂ時程 5 時間授業(校内研究のため)
尿検査二次（該当者）視力・聴力(2 年)
心臓検診追加（該当者）
土曜授業日
全校朝会
音楽朝会
区教研
Ｂ時程
朝読書 特別支援学級合同遠足
尿検査二次（追加）

全校朝会 運動会全体練習①
運動会児童係打ち合わせ②
運動会全体練習②
朝読書 運動会リハーサル
体育朝会 運動会前日準備
運動会
振替休業日
児童集会 心臓検診二次（該当者）
耳鼻科（全学年）
全校読み聞かせ クラブ 眼科
（全学年）
B 時程 安全指導 通学路点検
歯科健診(2･4･6 年､若竹)

今月は、放課後遊びがありません。
◎天候等により予定が変更になることがありますの
でご了承ください。
◎運動会の詳細につきましては、後日配布するプリン
トをご覧ください。
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