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風薫る５月 心も体も健やかに 

副校長  橋本 則子 

  

 新学期が始まり一か月が過ぎました。目に鮮やかな校

庭の芝生の緑の中で、子どもたちが楽しそうに遊んでい

ます。クラス全員で仲良く遊ぶ子たち、下級生をやさし

くお世話していている上級生、楽しそうな笑い声、そん

な天神っ子たちを見守るように、爽やかな５月の風に吹

かれながら鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいます。 

鯉のぼりといえば端午の節句、男の子の成長や立身出

世を願う行事として有名ですが、今のように、５月人形

や鯉のぼりを飾るようになったのは、江戸時代からだそ

うです。 

日本の端午の節句は、奈良時代から続く古い行事で、

この時期は、季節の変わり目で体調を崩す人が多かった

ため、病気や災厄を避けるために薬草摘みをしたり、薬

草酒を飲んだりしました。また、邪気を避け、魔物を払

う薬草とされていた菖蒲を、よもぎと一緒に軒に差し、

湯に入れて菖蒲湯に入ったそうです。 

現在でも５月病といわれ、連休明けに体調を崩す人が

多いようです。張り切っていた４月の体と心の疲れを、

連休で癒してほしいと思います。ぜひ、ご家族でたくさ

ん会話をし、菖蒲湯に入るなどゆったりとした時間を過

ごして心と体の栄養を蓄え、気持ちも新たに５月からも

元気に学校で活躍してほしいと思います。 

東京オリンピックのエンブレムが「組市松紋」に、決

定しました。歴史的に世界中で愛され、日本では江戸時

代に「市松模様」として広まったチェッカーデザインを、

日本の伝統色である紺色で、粋な日本らしさを描いたそ

うです。形の異なる３種類の四角形を組み合わせ、国や

文化・思想などの違いを示し、違いはあってもそれらを

超えてつながり合うデザインに、「多様性と調和」のメ

ッセージを込め、オリンピック・パラリンピックが多様

性を認め合い、つながる世界を目指す場であることを表

したそうです。 

 天神小学校でも、オリンピック・パラリンピック教育

に取り組んでいます。アスリートの出前授業や日本の伝

統に触れる体験などを計画しています。５月には運動会

に向けて、走り方教室を行います。 

子どもたちそれぞれの良さを生かしつつ、みんなで心

を一つにして運動会という大きな行事を作り上げてほし

いと願っています。地域の皆様、保護者の方々、ご理解

ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

転入職員挨拶 

少人数指導担当 

 天神小学校に来て一番驚いたことは、一人一人が元気

にあいさつをする姿の立派なことです。本当に素晴らし

い学校だと思いました。天神っ子たちと、楽しく一所懸

命に算数の勉強をしていきます。よろしくお願いします。 

 

第５学年担任 

 天神小学校に来て、１ヶ月が経ちました。校内に響く

子どもたちの爽やかな挨拶に、すてきな学校だと感じて

います。これから、天神小の一員として、子どもたちと

元気に頑張っていきますので、どうぞ宜しくお願いしま

す。 

 

学習指導支援員 

 今年度より、1・2年生の算数、3～6年生の書写、5・

6 年生の家庭科で学習支援をさせていただくことになり

ました。何事にも一生懸命取り組む児童の姿に感動して

います。児童一人一人が自分らしく輝いていけるように

支援していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

特別支援教育都専門員 

「まなびの教室」の専門員として転入いたしました。満

開の桜と色とりどりの花、天神小学校の児童の皆さんの

明るく元気なあいさつに迎えられ、とても嬉しく思いま

す。これから皆さんと一緒に楽しくいろいろな勉強をし

ていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

特別支援教育推進員 

 今年度からスタートするまなびの教室のサポーターと

してお世話になります。天神小で学校生活を送れること

をとてもうれしく感じております。子どもたち一人一人

と丁寧な関わり合いをしていきたいです。よろしくお願

いいたします。 

 

図書館支援員 

 天神小学校の皆さんが、元気に気持ちよく挨拶をして

くださる姿に、私までうれしくなりました。図書を通じ

て皆さんと丁寧に、楽しく学校生活を送りたいと思いま

す。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 28 日（土）に運動会が行われます。今年は、全

校児童100名を超えての運動会となります。短距離走に

団体競技、表現種目、全員リレーなど、天神小の運動会

は、一人一人の活躍の場が多いのが特徴です。４年生か

ら６年生は、それに加えて係の仕事やマーチングパレー

ドにも取り組みます。 

 運動会という大きな行事を通して、体力だけではなく、 

協力する気持ちや粘り強さなども身に付けさせたいとか

んがえ学んで欲しいと思いま 

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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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も、

本番が１番大きな声で言えました！これからも 30 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 

まなびの教室が今年度から新宿区内の小学校全校に開

設されました。今までの子ども達が通ってくる通級から、

教員が各学校に巡回して指導する形になりました。天神

小学校は、まなびの教室の拠点校として担当の教員３名

と特別支援教育推進員１名がいます。４名で大久保小、

柏木小、西新宿小を巡回します。また、各学校には特別

支援教育専門員も配置され、まなびの教室の運営に従事

しています。 

『子どもたちは一人ひとり個性をもち、学び方にもそ

れぞれ違いがあります。学び方の違いを、支援を要する

個性ととらえ、発達の多様性に応じて、その子どもに合

った学び方で教えるのが大切です。教員や級友、保護者

が、学び方の違いを当たり前のこととして受け止め、そ

れぞれに合ったやり方で学ぶことを支援していく教育環

境を実現できる教室が「まなびの教室」です。』 

新宿区教育委員会ガイドラインより 

皆様のご理解とご協力お願いいたします。 

 

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

話し合いをしていきます。 

【図書委員会】本の貸し出しや紹介、読み聞かせを行います。 

【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をしま

す。 

【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献

立の紹介をします。 

【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

準備などをします。 

【飼育栽培委員会】うさぎや亀の世話を毎日欠かさずしています。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

28日(土)が雨天の場合は休みになり、29日(日)に実施

します。29日(日)も雨天の場合は授業をし(５時間授業・

弁当持参)、５月31 日(火)に実施します。５月30 日(日)

はいずれの場合も休みです。 

教育実習のお知らせ 

 5/23～6/11 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 日 
   

２ 月 全校朝会 委員会活動 ５年家庭訪問予備日  
 

３ 火 
 

憲法記念日 
 

４ 水 
 

みどりの日 
 

５ 木 
 

こどもの日 
 

６ 金 漢字 お誕生給食会（４・５月生まれ） 
 

７ 土 
   

８ 日 
   

９ 月 全校朝会 クラブ活動 
 

10 火 計算 
 

４時間授業 

11 水 安全 
Ｂ 安全指導 眼科検診 

５年生家庭訪問予備日  

12 木 児童集会 避難訓練 耳鼻科検診  
 

13 金 読み聞かせ 
心臓検診（１年）尿検２次  

ＰＴＡ総会15:30  

14 土 
   

15 日 
 

  
 

16 月 全校朝会 運動会係児童打ち合わせ（６校時） 

 17 火 体育朝会 
  

18 水 読書 Ｂ 
 

19 木 体育朝会 
  

20 金 漢字 
  

21 土 
   

22 日 
   

23 月 全校朝会 運動会係児童打ち合わせ（６校時） 
 

24 火 体育朝会 運動会全校練習 
 

25 水 読書 Ｂ 
 

26 木 体育朝会 運動会全校練習 
 

27 金 体育朝会 
運動会全校練習 

運動会前日準備（４～６年） 

午前授業 

(1～3年) 

28 土 
 

運動会 
 

29 日 
 

運動会予備日 
 

30 月 
 

振替休業日 
 

31 火 放送・計算 天神っ子  

○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。 
 
・２年生が作ってくれた星形のメダルが、うれしかっ

たです。 

・みんながみていたので、すごくドキドキしました。 

・大きな声でセリフをいえてよかったです。 

・馬に乗った時、ちょっと怖かったけど楽しかったで

す。 

・早くお兄さんお姉さんと仲良くなりたいです。 

１年生の感想 

 

  今年度は「屋内運動クラブ」「屋外運動クラブ」「和ク

ラブ」「理科クラブ」「手作りクラブ」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。 

 


