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学校行事を通して育む力
校長 羽田野庸史
校庭の新緑が目にまぶしい季節になってきまし
た。新年度が始まって、早 10 日が経ちました。
（学
校便りを英訳する関係で原稿締切が 15 日のため、
まだ 10 日しか経っていません。）
最初の週は、子供達も緊張した面持ちで担任の先
生の話を聞いていました。それが２週目になると、
大分自分が出せるようになってきた子が増え、それ
がそれぞれのクラスの雰囲気を創り上げていって
います。今後、子供たちがそれぞれの学級でけじめ
をつけながらも、自分らしさを発揮して学校生活を
楽しんでほしいと願うばかりです。
さて、そんな学校生活の中、5 月は 30 日（土）に運動
会があります。今年度に入って最初の大きな学校行事で
す。文部科学省が告示した教育課程の基準である学習指
導要領には、「学校行事は、学校生活に秩序と変化を与
え、集団への所属感を高め、学校生活の充実と発展に資
する体験的な活動を行う。
」とあります。
したがって、運動会を通して、子供たちに普段の学習
ではなかなか感じることができない成就感や達成感を
味わわせてあげたいと考えます。さらに、その成就感や
達成感の質を高めるためには、子供たちがどのように準
備や練習に取り組んだかが重要になってきます。漠然と
ただ準備や練習を繰り返していても、思ったように力は
付いてきません。自分の力を見極め、その力に応じて、
具体的なめあてを立て、準備や練習に取り組む必要があ
ります。そのように具体的なめあてをもって、準備や練
習に取り組むことで、良い結果が生まれる可能性も高ま
ってきます。また、たとえ良い結果が伴わなくても具体
的なめあてをもって準備や練習に取り組んだことには、
大きな価値があります。運動会に向けても、子供たちが
主体的に取り組むことができるように、事前に自分なり
のめあてをもたせるとともに、結果以上にそこに至るま
での過程を大切に指導していきます。
そして、子供たちが運動会を通して、一回りも二回り
も大きく成長できるようにご家庭でのご支援もよろし
くお願いいたします。
【2 年の学級担任について】
4 月 15 日（水）の全体保護者会でお話させていただ
いたように、4 月 27 日（月）より 2 年 1 組・2 組で学
級担任とともに新たに 山口眞由教諭（新規採用）がテ
ィーム・ティーチングで指導にあたっております。クラ
ブや委員会、ファミリー活動等では、他学年の児童の指
導にもあたります。どうぞよろしくお願いいたします。
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振替休日
体育朝会 安全指導 消防写生会（1 年）

木 歯科検診（25 年） 耳鼻科検診（135 年）
8 金 全校遠足 ファミリーお迎え会
9 土
10 日
11 月 個人面談①

個人面談② 避難訓練 尿検査２次回収

12 火 学校評議員委員会
13 水 4 時間授業 3 年麻布施設見学（2～4 校時）
14 木 個人面談③ 音楽朝会 歯科検診（14 年）
15 金 個人面談④
16 土 日本文化①
17 日
18 月 委員会②
19 火 グリンピース皮むき（１－１） 個人面談⑤
20 水 ４時間授業
児童集会 運動会係打ち合わせ

21 木 心臓検診（２次 区役所） 個人面談⑤（2－2 のみ）
22 金 全校練習 通学路点検（１５：１５～）
23 土 六本木中運動会
24 日
25 月 全校練習（朝会時） クラブ②
26 火 全校練習 運動会係打ち合わせ
27 水 全校練習
28 木 体育朝会 全校練習
29 金 全校練習予備日 前日準備
30 土 運動会
31 日
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５月の生活目標
生活指導担当 三根 博喜

お礼やおわびのことばをはっきりいいましょう
「ありがとう」「ごめんなさい」は相手に気持ち
が伝わるように言いましょう。

はじめまして！よろしくお願いします

区内の芝浦小から参りました。311 人の素直で明
るい子供たちと協力的な保護者の皆様、学校を温か
く見守ってくださる地域の方々、そして、一生懸命
な教職員とともに誰もが誇れる東町小を築いていき
たいと思います。
校長
羽田野 庸史
今年度から副校長に昇任させていただきました。
国際学級東町の子をずっと見守らせていただけるこ
とに感謝です。温かいＰＴＡの方々・協力的でパワ
フルな地域の方々とのパイプ役として、さらに東町
小を元気にします。どうぞよろしくお願いします。
副校長
宮島 淳一
ご縁がありまして、また、東町小学校で勤務させ
ていただくことになりました。明るく元気な子供達
とまた出会えてうれしいです。
担任である５年生の子供達はもちろんのこと、全
校のみなさんと楽しい思い出をたくさん作っていき
たいと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。
5 年担任
寺本 英子

葛飾区の小学校から転任して参りました。東町小
学校では、校内の様々な所で子供たちや先生方の英
語でのやりとりを耳にすることが多く、非常に驚い
ております。これから 1 年間、やる気あふれる 1 年
生に全力を注いでいく所存です。どうぞよろしくお
願いします。
1 年 2 組区講師
今関 規子
昨年度まで、東町小学校で算数や国際の授業の補
助教諭をしていました。素直な東町の子供たちが大
好きで、今年も東町の子供たちと過ごせることを楽
しみにしています。今年度はつぼみ学級の先生とし
て頑張ります。
つぼみ学級 小林 恵里花
去年まで、港区の高輪台小学校で勤務していまし
た。東町小学校に来て、始めは分からないことが多
く不安なこともありましたが、１ヶ月が過ぎ学校に
も慣れてきました。これから東町小学校のために全
力を尽くしていきたいと思います。よろしくお願い
します。
3 年 2 組 EST
ヒンソン ネイト

明るくのびのびとした、パワーみなぎる子供たち
に会え、とてもうれしく思っています。子供たちの
良いところを伸ばせるよう力を尽くしていきます。
どうぞよろしくお願いします。
2 年 1 組担任
足立 明子

２年間、東町小学校で楽しくすごしてきました。
昨年度末で一度退職いたしました。
今年度より、算数の少人数としてお世話になるこ
とになりました。２年生から６年生まで、
「算数大好
き」と言ってもらえるようにがんばります。よろし
くお願いします。
算数区講師
杉原 紀子

江戸川区の小学校から転任して参りました。明る
く元気な子供たちがたくさん学び、たくさん遊び、
たくさん励まし合って楽しい学校生活を送れるよう
努めていきます。１年間よろしくお願いします。
3 年 1 組担任
三根 博喜

はじめまして。私はアメリカ出身で、日本には３
年住んでいます。休日はバスケットボールを楽しん
だり、友人と楽器を演奏したり、日本語の勉強をし
たりしています。よろしくお願いします。
NT パトリック ムーディー

明るく、元気な東町小学校の子供たちと勉強した
り、遊んだりすることを楽しみにしています。子供
たちが毎日楽しみにできるような学級を作りたいと
思っています。よろしくお願い致します。
4 年 2 組担任
八代 系史

はじめまして。スクールカウンセラーの田中浩子
です。火曜日に来ています。東町小の子供たちとの
出会いをうれしく思っています。どうぞお気軽に声
をかけてください。よろしくお願いします。
スクールカウンセラー 田中 浩子

はじめまして。今年から東町小学校の子供たちと
一緒に勉強したり遊んだりすることになりました。
元気な子供たちと過ごす時間をとても楽しみにして
います。よろしくお願いします。
介助員
宇佐美 ゆり

昨年は麻布小に１年いましたが、今年はまた東町
小学校に来ることになりました。なつかしい思いで
いっぱいです。初めてお会いする皆さんも、悩みご
とはがまんせずにお話しに来てください。お話を聴
いてお役に立てるようにがんばります。よろしくお
願いします。 スクールカウンセラー 一之瀬 ヒロ子

毎週月・木曜日、東町小学校に勤務させていただ
くことになりました。多くの子ども達と出会い、過
ごすことを楽しみにしています。一年間よろしくお
願い致します。
言語指導員 松田 早苗

