
Ｎo.４６２ 令和３年４月３０日 中野区立鷺宮小学校

一歩前へ

副校長 小田 佐和子

４月１２日、校庭で全校朝会を行いました。新年度

が始まる時、鷺宮小の校庭の広さ、児童数、１年生

から６年生までみんなマスク着用が徹底できること、

距離をとって整列できることを考え、今年度は感染状

況をみながら、全校朝会や集会を校庭で行うことにし

ました。

１年生だけでなく２年生にとっても初めての全校朝

会でした。６年生は最高学年になったことをかみしめな

がら朝のあいさつをしました。２年生は自分たちより少し

小さい１年生が整列する様子を、心配そうに見守って

いて、その優しい表情はお兄さん・お姉さんになってい

ました。コロナの感染状況を考えると、賛否が問われ

ますが、進級して期待を膨らませた子どもたちにとって

良いスタートになりました。全ての児童が自分たちの成

長に気付き、「これからがんばるぞ！」という気持ちに

つながっていると嬉しいです。

人は集まると仲間意識が高まります。毎日顔を合

わせるクラスの友達だけでなく、鷺小への所属意識や

愛校心も育ってほしいと願っています。

先日行われたＰＴＡ委員総会では、分科会での開

催になりましたが、各委員の皆様が集まって子どもた

ちのための取組について活動計画を立てました。顔を

合わせることで、繋がりを深め安心して意見交換がで

きることを願っています。ＰＴＡの周年委員会でも、１４０

周年記念にふさわしい、子どもたちの思い出に残る活

動についてアイデアを出し合いました。各委員会の皆

様、ご多用の中ありがとうございました。

前年度延期することになった１４０周年記念式典に

つきましては、１１月２０日（土）を予定しています。今月

１０日には、一つ進級した学年で航空写真（校章デ

ザイン）の撮影を行います。また、児童が中心になって

行う集会や記念誌づくりなどを進めています。

最初の緊急事態宣言が発令されてから、新型コ

ロナウィルスとの戦いが予想以上に長く、様々な教育

活動が中止や延期、変更を余儀なくされてきました。

今後も気を緩めることはできませんが、子どもたちが楽

しみにしている取組や学びの場を守り、保障していきた

いという強い気持ちは変わりません。

小学校では、今後も継続して徹底していく以下の３

点を確認しました。

①児童の具合の悪い時、ご家族に発熱の症状

があった時は登校を控えるようお願いす

ること。学校で具合が悪くなった場合は、

早い引き取りをお願いすること。

②活動の前後に手洗いを徹底し、個人の清潔

なハンカチで拭くこと。

③手指を舐めたり、目をこすったりしない習

慣を身に付けること。

特に①の取組によってウィルスが学校に持ち込まれる

ことを防いでいます。

全校児童３３８名の登校時には、１～２ｍの間隔を

常にキープすることは不可能です。給食を食べる時

以外はマスク着用を徹底していますが、夏になると、

熱中症が心配になる場面もあり、活動場面によっては

外す必要も出てきます。学校に限ったことではありませ

んので、大切なこととして各ご家庭でも意識していただ

きたいと思います。

３度目の緊急事態宣言の発令中ですが、小学校

教育の場として、一歩前へ進めた歩みを止めないよう

職員一同力を尽くしてまいります。本年度もよろしくお

願いします。

【今月の目標】 友だちと仲よくしよう



３年前、チャボのチャチャ丸の鳴き声に迎えられた日が

懐かしいです。

鷺宮小は穏やかで環境もよく、学校らしい学校でした。

最後の１年はコロナでできないことも多く残念でしたが、

毎日が本当に楽しく、とても居心地のよい３年間でした。

地域・保護者の皆様の温かく力強いご支援と、明るく

元気な子どもたち、そして先生方のおかげです。心から

感謝しています。ありがとうございました。

平和の森小でも頑張ります！

（前校長 武智 直貴）

転出者あいさつ

鷺宮小学校での２年間は、とても充実したものでした。子どもたちの素敵な笑顔や挨拶にいつも元

気をもらっていました。

この学校で過ごし、学ばせていただいた日々は私にとって大切な思い出です。

ここでの様々な経験を次の学校でも生かせるよう頑張っていきたいと思います。

地域の皆様、保護者の皆様、今まで本当にありがとうございました。

（前算数少人数・前はなみずき学級 吉川 雄貴）

鷺宮小学校は穏やかな空気に包まれたとても居心地のよい場所でした。

それは、鷺宮という人情味溢れる温かな地域の皆様に代々守られてきたからなのだと思います。

昨年は、地域や保護者の皆様との交流が叶わぬ一年で残念でしたが、この地に関わることができた

こと、とても誇りに思います。三年間、どうもありがとうございました。

（前事務室 諏訪 成子）



転任者あいさつ

江戸川区立新堀小学校から参りました。

子どもたちが楽しく学校生活を送れるよう、

応援し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。

（はなみずき学級 元村 順子）

板橋区加賀小から移動してきました、４年２

組担任の田村と申します。明るく元気に、子ど

もたちと一緒に楽しく学習して行きますので

よろしくお願いします。

（４年２組 田村 榮夫）

調布市立富士見台小学校から移動してきま

した。髙畑と申します。区の学校に勤めること

や2学期制など初めてのことがたくさんありま
すが，子どもたちと一緒に楽しく過ごして行き

たいと思いますのでよろしくお願いします。

（５年２組 髙畑 駿也）

中野区教育委員会事務局学校教育課から参

りました。

子どもたちの元気な声が響き渡る学校で、仕

事が出来てうれしいです。

これから、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

（事務室 赤羽根 洋子）



５月 の 行 事 予 定
教育

相談

1 土

2 日

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木
児童朝会 内科検診（２・４・６年）

委員会活動
心

7 金 集団下校 SC

8 土
土曜

時程
土曜授業日 タブレット貸与

9 日

10 月

航空写真、全校、クラス写真撮影

（１，２校時（荒天時延期））

心臓検診（１年）

運動会係打ち合わせ（６年）

11 火
朝学習 耳鼻科検診（１・３・５年）

尿検査１次
心

12 水 安全指導日 心

13 木 集会 内科検診（１・３・５年） SC

14 金 音読活動 耳鼻科検診（４・５・６年）

15 土

16 日

17 月 全校練習 教育実習開始 SC

18 火 朝学習 耳鼻科検診（２・４・６年） 心

19 水
午前

授業
朝読書 心

20 木 全体練習

21 金 音読活動 運動会係打ち合わせ（６年） SC

22 土

23 日

24 月 児童朝会 観察実習開始

25 火 全体練習 心

26 水 全体練習 心

27 木 生活振り返り 全国学力・学習状況調査（６年）

28 金
音読活動（１～５年）午前授業

運動会前日準備（６年）

29 土 運動会 ＊給食なし 弁当持参

30 日 運動会予備日

31 月 運動会代休

＜土曜授業日のお知らせ＞

5月の土曜授業日は5月８日（土）です。区

からの通達により学校公開は行いません。

＜タブレット貸与のお知らせ＞

5月 8日（土）は引取り訓練の予定でしたが、

コロナの状況を鑑み中止とします。

この機会に体育館にて「タブレット」の貸与

を行います。先日お配りしたお便りをご参照く

ださい。

心…心の教室相談員の絲川佐知子が勤務してい

る日です。

SＣ…スクールカウンセラーの土田佳菜子が勤

務している日です。

＜集団下校訓練について＞

5月７日（金）は集団下校訓練を行います。

児童が密集することを避けるために、学年毎に

方面別の下校といたします。通常の5校時授業

の時よりも下校時間が若干早まりますのでご了

承ください。

下校コースごとに担当の教員が下校の見守り

をいたします。

＜教育実習生について＞

5月１７日（月）～6月13日（土）

目白大学４年生の 渋谷 慧 が教育実習生とし

て主に６年１組で研修いたします。

＜交通あんぜん当番について＞

交通あんぜん当番は当番表は、鷺宮小学校ホ

ームページ「ＰＴＡからのお知らせ」でご確認

ください。

＜学校情報配信システムついて＞

５月８日（土）１４：００頃に学校から学校

情報配信システムに登録していただいているメ

ールアドレス宛てにテストメールを送信しま

す。この時間に届かない場合は再度登録してい

ただく必要がありますので、担任か副校長まで

ご連絡ください。

＜中野区教育委員会より

連休中のご家庭における感染症対策へのお願い＞

・不要不急の外出は避け、都県境をまたぐ移動はしないでください。

・昼夜、屋内外を問わず、ご家族以外の方との会食は自粛してください。


