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５月１日（水）
、いよいよ『令和元年』の幕開けです。新元号となり、新たな気持ちで
やっていきたいと思います。
本校の特色ある教育活動の一つに、
「縦割り班活動」があります。６年生をリーダーに、
１年生から５年生の子どもたちが一つのグループを作って活動します。本年度の縦割り
班活動の開始は５月の中旬となります。リーダーとなる６年生も、それを支える５年生
も、そして、他の子どもたちもきっと昨年以上の活動をしてくれることでしょう。リー
ダーシップ、フォロワーシップをどう発揮してくれるか、今から楽しみです。
この縦割り班活動の中に「あいさつ当番」があるのですが、活動の発足がまだですの
で、あいさつボランティアを５年生、６年生に呼びかけました。６年生には４月２２日
（月）から１週間、５年生には５月７日（火）から１週間お願いしました。そうしたと
ころ、６年生はおよそ３０名が、５年生も３０名ほどが呼びかけに応えてくれました。
なんと積極的な子が多いことか、とても嬉しく頼もしく感じました。５年生６年生がこ
うやって行動してくれることによって、４年生以下の子どもたちに高学年に対する憧れ
や尊敬の念が芽生えます。また、高学年にはそれを受けて、みんなのためにさらに努力
しようという自覚が出てきます。特に５年生には、６年生が移動教室で不在となる週で
すのでぜひとも頑張ってもらいたいと思っています。６年生がいない間、少しお兄さん、
お姉さんになって、青南小学校を引っ張っていってもらいたいです。頑張れ５年生！
４月２７日（土）から、いよいよゴールデンウィーク１０連休となります。校長室に
来る子どもたちそれぞれが、連休の過ごし方を嬉しそうに話しています。子どもたちに
とって今まで以上に意義のある休みとなることでしょう。学校では味わえない経験を通
して、子どもたちが大きく成長してくれることを願っています。
連休が明けると、まもなく運動会の準備も始まります。学校生活が順調に進むように、
子どもたちの体調管理等もよろしくお願いいたします。

「特別支援教室の通級および学習支援員の配置の申し込みについて」
発達について気になる児童を対象に､本校において通級指導を行う特別支援教室を開室し
ています。本校では、
「せいなん学習室」と呼んでいます。せいなん学習室は、生活面や学習
面の困り感の改善に向けた校内での支援を充実させるために設けられた教室です。
また、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に支援を行う学習支援員
の制度も昨年までと同様に継続します。
せいなん学習室の利用及び学習支援員の配置を新規に希望される方、すでに利用されてお
り継続を希望される方は、６月７日(金)までに下記担当までお申し出ください。なお、お問
い合わせは随時受け付けております。
【担当：各学級担任、特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（篠原 緑主任教諭）、副校長】
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５月の生活目標

《５月行事予定》
1 日(水)
2 日(木)
3 日(金)
4 日(土)
5 日(日)
6 日(月)
7 日(火)

【きまりを守って生活しよう】

天皇即位日
国民の休日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日
放送朝会 安全指導日

生活指導部

や校帽を着用する、遊びのきまりなど、生
活や学習についての色々なきまりがあり
ます。全校児童が安全に楽しく生活し、活

町たんけん（３年）
Ｂ時程
箱根移動教室始(６年)
町たんけん(３年)
視力検査（２年）
9 日(木) お話ポケット
視力検査（４・５年）
10 日(金) 交通安全教室（４年）
校外学習（３年）
耳鼻科検診(１・２・５年)
11 日(土) 箱根移動教室終（６年）
13 日(月) 全校朝会 振替休業日（６年）
聴力検査(１・３年)
14 日(火) 縦割り班活動
耳鼻科検診(３・４・６年)
15 日(水) Ｂ時程４時間授業(全学年)
16 日(木) Ｂ時程
クラブ活動

動するために、きまりは必要なものです。

8 日(水)

18 日(土)

20 日(月)
21 日(火)
22 日(水)
23 日(木)
24 日(金)
27 日(月)
28 日(火)
29 日(水)
30 日(木)

31 日(金)

忠稔

学校生活には、廊下は右側を歩く、名札

箱根 移動 教室 事前 健 診 (6 年 )

17 日(金)

船見

一人一人がきまりを守り、誰もが気持ちよ
く生活できるようにしていきたいです。
また、先月の目標は「気持ちのよいあい
さつをしよう」でした。月目標こそ変わり
ましたが、あいさつはいつでもどこでもき
ちんとできることが大切です。「あいさつ
と笑顔あふれる青南小学校」を目指して、
普段からすれちがった人にあいさつがで
きるよう、ご家庭でもあいさつについて話
題にしてください。

聴力検査（２・５年）
尿検査二次回収日
尿検査二次未提出者回収日

「運動の楽しさ・運動の習慣化」
研究主任 脇島 徹

運動会特別時間割開始
土曜授業
わくわくタイム
総合防災教室
避難訓練（引き渡し）
全校朝会
校外学習 田植え(５年)
Ｂ時程 委員会活動
Ｂ時程
運動会児童打ち合わせ(5・6 年)
（6 校時）
運動会全体練習①
全校朝会（校庭）
運動会全体練習②
心臓検診二次
Ｂ時程 運動会全体練習③
代表委員会
Ｂ時程
運動会児童打ち合わせ
（５・６年、応援団）
（６校時)
全体練習予備日
Ｂ時程 運動会前日準備
１～４年 14:00 下校
５・６年 15:20 下校

体育科の授業を本年度の重点として研
究に取り組んでいます。研究のテーマを
「運動をする楽しさに気付き、自ら課題解
決をする児童の育成」とし、体育科の教
材・教具の工夫や声掛けの工夫を考え、実
践に生かして参ります。日常的に運動の意
欲が高まるような環境の工夫も考えてい
きたいと思います。
子供たちの運動習慣を付けていくため
には、家庭との連携も必要となります。保
護者の皆様にも、本校の研究の内容などを
発信していきたいと思いますので、各ご家
庭でも取り組めることがございましたら、
実践していただければと思います。青南小
の子供たちが運動を楽しみ、健やかに成長
できることを願って取り組んでいきます。
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〔１年〕
小田

景子

ピカピカの１年生。入学式から約１か月が経ちました。毎日、黄色い帽子を被り、ラン
ドセルを背負って元気に登校しています。最初のうちは、階段を上る時に「ランドセルが
重たいよ。
」という声が聞こえていましたが、今は「今日は○○をする日だ。」という言葉
に変わってきました。きっと、少しずつ楽しみが増えてきたのでしょう。
４月１５日には、対面式があり、全学年の人と「よろしくお願いします。」の挨拶をし
ました。大勢のお兄さんやお姉さんに囲まれて、少し緊張しましたが、１年の代表の人が
これから頑張りたいことを発表して、全員で歌を歌いました。たった３日間の練習期間で
したが、とてもよく頑張り、たくさんの拍手をもらえました。１年生は６年生と手をつな
ぐこともできて、みんな嬉しそうにしていました。
これから、いろいろなことをたくさん経験して、
楽しい学校生活を過ごしてほしいと思います。
友達ともたくさん関わり、遊びの中から人に優し
く接することができるようになってほしいです。
今月は、運動会の練習が始まります。一生懸命
練習して、格好よい姿をご覧いただけるようにし
たいと思います。楽しみにしていてください。
〔５年〕
大塚 岳志
新学期が始まり、
「高学年として頑張っていこう」と張り切っている５年生です。委員
会活動やクラブ活動、普段の学校生活での姿と、学校を支える立場としてしっかり考えて
行動していこうと心に決意を秘め、少し背伸びをしながら頑張っています。また、６年生
という大きな目標をより近くで見ながら、子どもたち自身がめざす高学年の姿に近付ける
よう見守っていきます。
今年も国際の学習が始まりました。新しいネイティブティーチャーと一緒に、コミュニ
ケーションを楽しみながら英語に親しめるよう学習しています。４月は「自己紹介」をし
ました。自分の「名前」
「好きな○○」を紹介したり尋ねたりしながら会話を楽しみまし
た。日本とは異なる言語や文化に触れながら、かかわり方を学んでいきます。
５月２１日には、静岡県に田植えに出かけます。
３アールの水田を借りて、５年生全員が手作業で稲を
植えていきます。夏季学園の帰りに夏の水田の様子を
観察し、秋には稲刈りの体験も行う予定です。そして、
収穫したお米を精米し、家庭科の調理実習で食べる計
画もしています。どのくらいの量のお米が収穫できる
のか、今からとても楽しみです。
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〔図工専科〕
中村

和代

４月２３日（火）に、赤坂消防署・赤坂消防団の方々にお越しいただき、１～３年生を
対象とした「はたらく消防写生会」が行われました。青南小学校の校庭に、ポンプ車や消
防団の車両が並びました。私たちの暮らしの安全を守ってくださっている消防署の方々や、
実際に現場に出動している消防車を間近で見る貴重な体験となりました。
１～３年生は目の前にある消防車を見て、その機能に応じたつくりなどをよく観察し、
ｖ消防の働きを考えながら描くことにチャレンジしました。

子どもたちは、真剣なまなざしで大きな画用紙いっぱい
に消防車両や消防士さんを描いていました。消防士さん
は質問に答えたり、いろいろなポーズをしてくださった
りして、子どもたちと交流する場面もありました。

〔計画委員会〕
高武 季美子
計画委員会は、他の委員会のように常時活動がありません。そのかわり、子供たちが
やりたいことを考えたり、行事に関わるスローガン作りなどを行ったりして、学校をより
良くするために、また、より盛り上げるために、何ができるかを考えていきます。１年間、
子供たちがどんなことを考えてくれるのか、これからの活動が楽しみです。
代表委員会では、各委員会の委員長・計画委員・４年生の各クラスの代表委員の計２８
名が月に一回程度集まり、委員会紹介集会や開校記念集会
などの準備をしています。また、青南小のキャラクター
「あお・みなみ・さくら」も、開校１１０周年の際に、
代表委員が全校に募集して生まれたものです。今年度も
２８名で力を合わせ、活動していきます。
〔クラブ活動・ボードゲームクラブ〕
内藤

直美

今年度のクラブ活動がスタートします。６年生が中心となって、４年生、５年生と共に
活動を進めます。毎年、最高学年の６年生は活動の工夫を提案したり、実行したりと大活
躍しています。その姿を下級生が自然と学び、次年度へとつなげていくよき流れがクラブ
活動にはあります。年度末には３年生がクラブ見学をし、次年度への期待を高めていきま
す。今年度も、安全第一に、楽しく活動を進めてまいります。
ボードゲームクラブでは、囲碁や将棋、チェスなど、異学年と対戦しながら楽しく活動
します。昨年度から継続してボードゲームに所属している子、そして、今年度の新しいメ
ンバーと一緒に、いよいよ、５月１６日にクラブ活動がスタートします。囲碁が初めてで
も、チェスを知らなくても、自然と教え合い、ゲームが始まっていきます。今年のオセロ
チャンピオンは誰でしょう！！皆で盛り上げ、楽しんでいきます。
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