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地域、家庭、学校 ともに育む 

副校長  橋本 則子 

校庭の桜が、ピンク色から新緑に変わり、風薫る５月

となりました。今年も校庭の芝生の上で、鯉のぼりが泳

いでいます。新学期が始まってひと月。天神小の子ども

たちは、どの学年も一つ進級した喜びにあふれ、学習や

活動に意欲的に取り組んでいます。特に６年生は1年生

のお世話を毎朝するなど最高学年として頑張っています。 

今年度、本校は地域協働学校となりました。地域協働

学校は、学校、家庭、地域が一緒になって子どもたちの

豊かな学びの環境を作っていくしくみです。昨年度、準

備校として、運営協議会委員の皆さんと保護者アンケー

ト等の学校評価をもとに、本校の良いところや課題につ

いて話し合い、どんなことを一緒に取り組んでいこうか

方向性を探ってきました。 

話し合いの中の一部を紹介します。 

○挨拶がもっと自分からできるようになってほしい。 

→あいさつ運動に地域の人も参加しよう。 

○本が好きな子が多いのに、読み聞かせボランティアが

減っている→できる人を募りましょう。 

○芝生を生かした教育活動をしたい。 

→草取りや花壇などの整備を手伝ってくれる人を増や

しましょう。 

○教科書だけではなく、もっと本物にふれさせたい 

→校外学習の付き添いなら、手伝える人がいますよ。 

 

子どもたちが、今以上に、学校・家庭・地域の協力の

中で育っていく姿を想像するとワクワクします。これか

ら、今年度の地域協働学校運営協議会委員の皆さんと具

体的な組織づくりや活動について話し合っていきます。

地域の方々や、保護者の皆さんにも活動に参加していた

だけたら嬉しいです。 

今年度、本校は開校95周年を迎えます。100周年まで、

あと5年、地域協働学校としての新たな土台をつくり、

次の100周年につなげたいものです。学校と家庭、そし

て地域のチームワークの中で、子どもたちが、やる気に

あふれ、充実した毎日を送れますように、伸び伸びと元

気に育ちますように、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

転入職員挨拶 

第６学年担任   

 天神小学校に来て一番驚いたのは、校庭が芝生だった

ことでした。先日６年生と一緒に中休みドロケイをして

みると、芝生を踏みしめる感覚が気持ちよかったです。

みなさんとたくさん遊んで早く慣れたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

第４学年担任   

 天神小学校の美しい天然芝の校庭に立ったとき、とっ

ても爽やかな気持ちになりました。寝そべっているだけ

で心地よくなります。そんな素敵な環境の中で、天神小

のみなさんと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。 

 

養護教諭  

 明るい挨拶が響く天神小学校で子どもたちと出会えて

とてもうれしいです。毎朝、子どもたちに会うのをわく

わく楽しみにしています。子どもたちが健やかに成長で

きるよう、あたたかな保健室をつくっていきます。よろ

しくお願いします。 

 

まなびの教室担任  

 天神小に来て、美しい天然芝の緑と白くてきれいな校

舎に驚きました。そして何よりも、子どもたちが気持ち

よく挨拶していて本当にいい学校だな、と感じています。

天神小のみなさんと一緒に頑張っていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 

まなびの教室担任  

 バレーボールやサッカーなど、体を動かすことが好き

です。子どもたちと積極的にかかわり、早く顔と名前を

覚えたいです。天神小学校の一員として精一杯頑張りま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

学習指導支援員  

 校内ですれ違う子どもたちの挨拶に、毎日爽やかな気

持ちになります。子どもたちが他の学年の名前を互いに

分かっているのも素晴らしいなと思いました。私も皆さ

んの顔と名前を覚え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。 

 

運動会について                体育主任 

５月２７日（土）に本校校庭で９５周年記念運動会が

行われます。短距離走や団体競技、表現種目、全員リレ

ーなど多くの競技が行われ、子どもたちの活躍を様々な

場面で見ることができます。４・５・６年生は係の仕事

を通して運動会の運営に携わるだけでなく、マーチング

パレードで運動会を盛り上げる役割も担います。 

一人一人がめあてをもち、運動会を通して協力する気

持ちや粘り強さなどそれぞれが成長できるよう、私たち

教職員も力を合わせて頑張ります。当日は頑張る子ども

たちに大きな拍手とあたたかい声援をよろしくお願いし

ます。 
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引き渡し訓練            避難訓練担当 

本校では、万が一の場合に備えて、月に1回の計画で、

地震や火災など様々な場合を想定して避難訓練を実施

しています。今年度は６月７日（土）の土曜授業の日を

「防災の日」とし、５校時に防災訓練等を行います。５

校時終了後には、大地震が発生したことを想定した引き

渡し訓練を実施します。避難訓練を通じて、子どもたち

一人一人が「身を守るためにその場で適切な判断をし、

行動をする」ことができるように指導を続けていきたい

と思います。年に１回の訓練ですので、是非ご参加くだ

さい。 

 

１年生を迎える会を終えて 

2 年生から 6 年生のみなさんに迎えられ、1 年生も天

神小学校の仲間入りです。短い期間で練習した出し物は、

本番でも上手に言えました！これからも 21 人で力を合

わせて元気にがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

まなびの教室について      まなびの教室主任 

走るのは速いけど、球技は苦手。算数は得意だけど、

漢字は苦手。聞いて覚えるよりも見て覚えるほうが得意

など、一人ずつ得意なところ、苦手なところが違います。

できないと思っていることでも、学び方をちょっと工夫

してあげればできることもあるはずです。まなびの教室

は、その子の学び方で学ぶことを支援する学級です。で

きた喜びをたくさん味わわせていきたいと思います。自

分の良さに気付き、元気に学校生活が送れるようになっ

てほしいと願っています。 

 

委員会・クラブの紹介         特別活動主任 

  委員会活動 

委員会活動は5年生・６年生（代表は3年生から）で編成されて

います。今年度は以下の６委員会です。 

【代表委員会】学校行事の企画・運営、学校をよりよくするための

話し合い 

【図書委員会】本の貸し出しや整頓、読み聞かせなど 

【集会委員会】児童集会で全校が楽しめるゲームなどの企画運営 

【保健給食委員】流しや掃除用具の点検、昼の放送や給食黒板での

献立紹介 

【放送委員会】朝・昼・掃除の時間の放送、集会や朝会でのマイク

準備 

【飼育栽培委員会】うさぎや亀の毎日の世話 

 

 

 

 

 

 

 

5月の生活目標「礼儀正しく生活しよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会実施について 

27日(土)が雨天の場合は休みになり、28日(日)に実施

します。28日(日)も雨天の場合は授業をし(５時間授業・

弁当持参)、５月30 日(火)に実施します。５月29 日(月)

はいずれの場合も休みです。 

 

教育実習のお知らせ 

 5/15～6/10 ２年に実習生が来ます。 

よろしくお願いします。 

 

５ 月 の 主 な 予 定 
日 曜 朝 行 事 等 

１ 月 全校朝会 視力・聴力検査（１年）委員会活動 
 

２ 火 計算・漢字 家庭訪問⑥  
 

３ 水 
 

憲法記念日 
 

４ 木 
 

みどりの日 
 

５ 金 
 

こどもの日 
 

６ 土 
   

７ 日 
   

８ 月 全校朝会 
お誕生給食会（４・５月生まれ） 

クラブ活動  

９ 火 計算・漢字 心臓検診（１年） ４時間授業 

10 水 安全 Ｂ 安全指導 眼科検診 
 

11 木 仲良し 避難訓練 耳鼻科検診 尿検２次  
 

12 金 読み聞かせ ＰＴＡ総会15:30 
 

13 土 
   

14 日 
   

15 月 全校朝会 運動会係児童打ち合わせ（６校時） 
 

16 火 体育朝会 
 

 17 水 学級  Ｂ 
 

18 木 体育朝会 
  

19 金 読書 
  

20 土 
   

21 日 
   

22 月 全校朝会 運動会係児童打ち合わせ（６校時） 
 

23 火 体育朝会 運動会全校練習 
 

24 水 学級  Ｂ 
 

25 木 体育朝会 運動会全校練習 
 

26 金 体育朝会 
運動会全校練習 

運動会前日準備（４～６年） 

4時間授業 

(1～3年) 

27 土 
 

95周年記念運動会 
 

28 日 
 

運動会予備日 
 

29 月 
 

振替休業日 
 

30 火 放送・計算 天神っ子 
 

31 水 学級  Ｂ  

○進んで元気な声で挨拶する。 

○話す人の方を向いて、しっかり聞く。 

○気持ちのよい返事をする。 

○丁寧な言葉遣いをする。 

 
・騎馬に乗せてもらって、楽しかったです。 

・キラキラのペンダントがうれしかったです。 

・ドキドキしたけれど、大きな声で台詞が言えました。 

・たくさん名刺を集められました。 

１年生の感想 

 

  今年度は「運動クラブ」「パソコンクラブ」「理科クラ

ブ」「手作りクラブ」「イラストクラブ」の５つのクラブが発足しました。4年

生以上の児童が、協力し合いながら活動を進めていきます。 

 


