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『目に見える形に現すこと』を求めて

校長　　伊藤　淳二

新年度がスタートして1ケ月が過ぎました。l年生も4月11日に行われたl年生を迎える会
を終えて、本校の仲間入りをしました。2年生から「あさがおの種」のプレゼントをもらったり

ゲームやクイズを楽しんだり、少し風が強い目でしたが最後までしっかりした態度で臨むことが
できました。

さて、今年度初めての朝会で「呂に見える具体的な形で現すこと」の大切さについて、子ども

たちに話をしました。挨拶や返事をすることの大切さを毎年毎年諮していますが、特に今年度は

捕手にはっきり分かるように声に出したり手を挙げたりする』ことを伝えました。また、昇降口
の靴箱の靴の入れ方や傘のしまい方、さらに教室のロッカー内のランドセル等の学習道具の整理

の仕方についても具体的に図を示しながら話をしました。これらはすべて誰にでもできて、しか

も誰が見てもはっきりとできているかどうかが分かるものばかりです。つまり『あたりまえのこ

とをあたりまえに行うこと』の大切さを年度当初に全校の子どもたちが意識し、取り組んでもら
いたいと考えたからです。このことは教職員にも当てはまります。子どもたちの模範である教職

員が明るく元気のよい挨拶を交わしたり、整理整頓に心がけたりすること張子どもたち以上に率
先して行って欲しいと考えています。是非、学校にお越しの節は子どもたちの「目に見える具体

的な形や姿」を見ていただき、ご家庭でも話題にしていただけると幸いです。一

最後になりましたが、14日は早朝より通学路安全点検及び安全マップづくり、そして、土曜
参観・懇談会並びに学校説明会と多くの保護者の皆様方にご来校いただき、ありがとうございま
した。2，3日前から心配された天気も何とかもち、ほっといたしました。また、午後の田んぼ

での用水路掘りや草刈りでは、昨年以上の多数の保護者、地域の皆様のご協力をいただくことが
できました。お陰様で約30分ほどですべての作業を終えることができました。きれいになった

田んぼの様子も「目に見える具体的な形」の一つであると感謝いたします。

今月は運動会も予定されています。子どもたちの溌刺とした演鼓や競技に保護者や地域の皆様
の「目に見える形」での拍手、声援をお願いいたします。

睡讃肇馨繋籠覇
吊、学校説明会の資料を学校HPに掲載してお。ます。文書が必要な方は副校長加藤ま高
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今年も「なかまだ・みんな・しょうがっこう」に元気な子ともたちの声が
溢れています。学校だよりでは、中和田南小の子ともたちの学習や生活の様
子、子ともたちをいつも温かく見守ってくださっている地域の皆様をご紹介

4月11日（水）、春らしい日差しの中、1年生を迎える会を行いました。
2年生から6年生までの代表児童が中心となって準備を進めてきました。当
日は「花のアーチ」を通って、笑顔溢れる1年生が入場しました。

2年生からのアサガオの種入りペンダントのプレゼントをかけてもらった

り、「どきどきドン1年生」の歌を歌ったり、学校OXクイズを一緒に楽し
んだりしました。

さらに「南中に行こうよゲーム」を行いました。
司会の上級生が言葉をいう度に、懸命に指をおっ
て言葉の数を数える姿が微笑ましかうだです。また、上級生が近くにいる1年
生に積極的に声をかけている姿や人数を合わせるために上級生が下級生に譲って
いる姿があちこちに見受けられました。あただかく、楽しいひとときを過ごすこ
とができました。新1年生を仲間に迎え、平成30年度がはじまりました。

◆4月23日は子とも読書の日◆ ����� �◆新しい先生紹介クイズ集会◆ ��� 
4月23日（月）は「子とも読書の日」です。 ������4月25日（水）の集会では、毎年恒例の新し 

「読書」は子ともたちが書葉を学び、感性を蒔き、 ������く中和田南小学校に来られた先生7割こ関するク 

表現力を高め、想像力を豊かにし、人生をより深 ������イズ集会がありました。先生方の知らなかった－ 
く生きる力を身 ���こつける上で必要なものです。こ ���面を見ることができました。最後は全校で落合先 

れからは過ごしやすい季節を迎えます。ご家庭で ������生の「夏色」で盛り上がりました。 
も、読み聞かせや家族一緒に読書をする時間をも っていただければと思います。この日の朝会では、 校長先生から「ほんはまってますのぞんでいま す」という本の紹介がありました。図書室で探し てみてください。 ������∴　　∴∴∴∴∴∴：∴ 　　　　　　∴∴∴ ：∴詳言，　∵　　　謹∴∴擁 �� 

一　鐸繊維： � 

∴ �：　　∴－∴ 　　　　ー誓 言「∵∴ � 

：∴∴ ＼∴－ �　i漱 懸 �∴∴ 鞘 � �＼◆学校納入金（第1回：前期分）引き落としのお知らせ◆ 4月25日付「学校納入金のお知らせ」で荷知らせしましたように、学校納入金 

「∴ � �澄 �∵∴＋ �の引き落としが5月15日（火）に予定されています。それぞれの学年（長子・長 子以外）の金額をご確認の上、児童一人につき手数料54円を加えて、事前に横浜 銀行指定口座の方に入金いただきますようお願いいをします。 万一、残高不足等で引き落としができない場合はご来校いただき、現金にて納入 していただきますので、併せてよろしくお願いいたします。 

◆職員紹介◆4月中に着任した先生方を紹介いたします。i 
AETiシンデレラ・アルゲレス先生 

フィリピン出身の先生です。「シンデイ先生」と声をかけてください。 
初任研担当：福永加代子 

子ともたち一人ひとりにきめ細かい指導をしていたたいています。今年度は2年2組にはい 
っていただいています。 



－ � � � � � �甜 � � � � � 
後難緻残骸 � �‾，”　貌努 

「通学路点検・安全マップ作成・交通安全指導」に「学校説明会、授業参観・懇談会」を

加え、給食有りの4校時授業として実施しました。午後は田んぼの用水路掘りを行いました。
お手伝いくださった地域の万、保護者の方、ありがとうございました。

毎朝交差点で児童の登校を見守ってくださっている8名
の方々をご紹介いたしました。鍋屋の交差点には、和泉第
一町内会長の八木様、相馬様、滝沢様、清水様。赤坂橋に

は交通安全協会の杉山様、薩田様。四ッ谷から赤坂橋にか
けては石橋様。西門には佐竹商店社長の佐竹様と奥山様が
立ってくださっています。「信号が青でも手を挙げて左右
をよく確認してから渡りましょう。」「車道への飛び出し
をしないように気をつけましょう。」とお話になりました。
登校時にお見かけしたら、是非一書お声かけをお願いいた
します。

：∴ � 

十三 ：∴ 

体育館にて、子ともたちが本校の1年間の主な行事や各学年の学習や
活動の様子を紹介した「学校行事紹介DVD」を鑑賞している中、多く
の保護者の皆様方のご協力を得て、学区の安全点検（安全マップの作成）

が行われました。2校時は体育館で「学校説明
会」を行いました。

3校時には低学年の授業参観、高学年の懇

談会、4校時には低学年の懇談会、高学年の

授業参観を行いました。たくさんの保護者の
万を迎え、それぞれ進級した子ともたちの学
習の様子をご参観いただきました。

∴ ：子 ∴∵∴ 

∴； 　∴∴ �慾 綬 �∴ � 

保輩の皆様へお願い � �お知らせ 特別支援コーディネータ⊥ 

来校時には、吊り下げ名札と上履きの持参 ��児童支援専任　　小西隆一郎 セクハラ担当 
をお願いしております。履き替えた靴は西側 ��児童　　養護教諭　高橋　叶恵 
昇降口にあります「PTA用の棚」に置いて ��保護者　副校長　　加藤　義治 
ください。来賓用の靴箱の使用はご遠慮くだ さい。 ��ご相談がありましたら、ご連絡くださいこ 

※教育総合相談センターの一般教育相談も、セクハラ相 

談窓口として利用できます。＿ 
ー　TEL　671－3726 

！顎 

学校だよりや学年だより等で既にご連絡しておりますように、原則全家庭のメールの登録をお願い 

しております。まだ未登録のご家庭におかれましては、メールの主旨をご陸続いただき、登録をよう 

しくお願いします。（再度、登録期間を延長しました。5／11（金）まで） 



◇生活目標（5月）
学校や学級のきまりを知り

5月の行事予定 ����������������������������授業時間と下校時刻 

日 �曜　　　　　　　　　　　主　な　行　事 ���������������������������1年　2年 ����3年 �4年　5年 ���6年 

1 �火 ��防災訓 ���練、委員会活動、尿検査容器配布、英語 ����������������������4　14：05下校15：bo下 

2 �水 ��内科検診 ����（2ニ3● ���5年）、尿検査回収 ������������������4 ��5 ��5 �5 �5 ��5 

∴3 4 � �� � ��稔 � ��� �� ���������� �� � �� � ���� �� �� 
； � ����� � ��� ���������� ���� � �� �� � � � � � � 

5 � �� �嚢 �� �� ���� �� ���� �� �������� � � �� � � �� 
6 � �� ��� ��� ��� �� ������ �� �� � � �� � ��� �� �� 

7 �月 ��朝会（生活目標） �������������������������5 ��5 ��5 �6 �6 ��6 

8 �火 ��クリーンタイム、英語 �������������������������5ノi ��5 ��6 �6 �6 ��6 

＿9 �水 ��議題説明会、個別合同交流会 �������������������������5／ ��5 ��5 �5 �5 ��5 

10－ �木 ��眼科検診（全学年）、PTA総会 �������������������������5 ��5 ��15 �5 �5 ��5 
‾11 �＿皇 ��クi �） �＝ンタイム、防災 �������訓練予備日、運動会係活動②（5t6年6校時） ����������������4 ��14：05下校 ����5：00下 

12 � �� ��� �� ���� ���� � �������� �� � � � �� � � �� 

13 � �� � �� �� ���� � �� ���� � � � ��� ��� � ��� �� �� 

14 �月 ��児 �朝会、 ����なみ ���イム（2校時） ���������������� �5 ��5 ��5 �6 �61 ��6 

15 �火∵ ��グノーンタイム：内科検診（1°5・6年、個別）、英語 �������������������������5 ��5 ��6 �6 �6 ��6 

16 �水 ��6年鎌倉遠足 �������������������������5 ��5 ��5 �5 �5 ��6 

17 �木 ��歯科検診（4〃5〃6年 ���������“個別） ����������������5 ��＿5 ��6 �6 �6 ��6 

18 �金 ��歯科検診（ ���1°2 ��3年）、運動会係活動③（5・6年6校時）、代表委員会、尿検査二次 ��������������������4 ��14：05下校 ����5：00下 

19 � ��聖餐 ���〃書1 �� ���� ���� �� � ��� ����� � � � �� � � 

20 � �� ��� �� ���� ���� ������ � � � � �� � �� �� � �� 

21 �月 ��音楽朝会、英語 �������������������������5 ��5 ��5 �6 �6 ��6 

22 �火 ��運動会全体練習、英語 �������������������������15 ��5 ��6 �6 �6 ��6 51 

23 �水 �� �������������������������5 ��5 ��5 �5 �5‾ 

24 �木 ��運動会全体練習予備日 �������������������������5 ��5 ��6 �6 �6 ��6 

25 �金 ��運動会前日準備（5，6年） �������������������������13：15下校 ����� �6 ��6 

26 �土 ��聾 � �A 電毒 �����������������������上下板1｛｝4年1 　　5・6年1 ������：4UI賓 5：10臨） 

27≡ � ��襲 � � �璧 � � ���� �� ��������� � � � � � �� �� � � �mおじ三〇 � 

28　≡ � ��轡 � ��借≡ �� ��� � ������� � ����� ��� �謂 � � ���霊 �� 

29 �火 ��英語 �������������������������5 ��5 ��6 �6 �6、 ��6 

30 �水 ��開港記念式、4年上郷宿泊体験学習保護者説明会 �������������������������5 ��5 ��5 �5 �5 ��5 

31 �木 ��6年鎌倉遠足予備日 �������������������������5 ��5 ��6 �6 �6 ��6 

○運動会があります。 ����������������������������＜下校時刻の予定＞ 

詳しい ���時程等につきまして ���������よ、後日配付されますプリントをお読みください。 ����������������4校時・・13：40 

06月の主な行事予定 ����������������������������5校時・・／14：35 
〃　4日（月）地区別集団下校 ������������訓練（5校時）（保護者の方のお迎えはいりません。） ����������������6校時・・15：15 

〃　7日（木）2“4・5年　……　授業参観13：40－　懇談会14：45～ 

・11日（月）1°3・6年“個別……　授業参観13：40－

・13日（水）5年田植え

・20日（水）～21日（木）4年上郷宿泊体験学習

”22日（金）4年10：30登校

“28日（木）～30日（土）6年日光尾瀬宿泊体験学習

懇談会（6年日光尾瀬保護者説明会）14：45－

°15日（金）プール開き

・7／2日（月）6年代休




