「林町小の生活指導」
生活指導主任
久保田 芳恵
昨年度に引き続き、生活指導主任になりました久
保田芳恵です。よろしくお願いいたします。
林町小学校の重点目標は「相手の気持ちを考えた
正しい言葉遣いをする」です。「正しい言葉遣いと
はどのようなものか」を是非ご家庭でも話題にして
いただき、学校、家庭、地域、どの場面でも意識で
きるように取り組んでいきます。
また、林町小学校は、いじめ防止基本方針を作り、
年３回「こころのアンケート」を行うなど、いじめ
防止対策委員会を中心にいじめの未然防止・早期発
見・早期解決にも努めております。ご家庭でのお子
様の様子など、気になった時には、すぐに学校まで
お知らせください。
保護者のみなさまには、地域係やスクールガード
として、また自ら地域に出ていただき、事故やトラ
ブルがないように子供たちの安全を見守ってくだ
さり感謝申し上げます。今年度もご協力の程、よろ
しくお願いいたします。

「運動会にむけて」
体育主任
池田 恭平
運動会へ向けての練習が始まっています。校庭か
ら一生懸命に練習する子供たちの声が聞こえてく
ると運動会が近くなっていることを感じます。団体
演技では、どの学年も、みんなの気持ちを一つにし
て演技を行います。子供たちの気持ちのこもった演
技を是非ご覧ください。かけっこや短距離走、団体
競技、その他の全ての競技・演技種目で林町小学校
の児童一人一人が、力一杯に取り組み、達成感を味
わうことができるように、励ましていきます。当日
は子供たちがたくましく成長した姿をお見せでき
ると思います。どうぞ温かいご声援をよろしくお願
いいたします。

「外国語活動について」
外国語担当 大塚麻由
小学校で新しい外国語教育が始まろうとしてい
ます。現在、学習指導要領移行期間で中学年に
「外国語活動」、高学年に「外国語科」が導入さ
れ、来年度より全面実施となります。また、林町
小学校では低学年においても外国語活動を行って
います。また、５年生は、ＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢ
ＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹでの学習も予定していま
す。今年度の ALT はレイナ・ヤツハシ先生です。
東京オリンピックに向けて、また、グローバル化
が進む未来に向けて、英語を話す楽しさを知り、
主体的に学習に取り組むことができるよう、ALT
と協力し、授業を行っていきます。どうぞよろし
くお願いいたします。
SC: ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 月（都:榊原）木金（区:伊藤）

校庭開放：た（たいさん木）ア（アクティ林町）

【５月の生活指導】
健康で安全な生活をしよう
《５月の行事予定》
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文京区立林町小学校５月号

林町の教育
http://www.bunkyo-tky.ed.jp/hayashichou-ps/

「共に育つ・共に育てる」
万緑の

中や

吾子の歯

生え初むる

平成３１年４月２６日発行

校長
（中村

小川深雪

草田男）

◆歯が生え始めた吾子の生命力にあふれる句。５月５日は「こどもの日」、そして６日は「立夏」。新緑も鮮やかに初夏に
向かう季節。これから草木がぐんぐん伸びて輝いていきます。林町小学校の子供たちも若葉のように、心豊かに、大き
く、ぐんぐん育ってほしいと願っています。そして、新しい組織で、「信頼される学校づくり」を目指します。
◆平成３１年度の経営方針や教育活動について、この学校だよりを通して改めて紹介させていただきます。
～個性と共生を大切にし、共に育ち合う子供たち～
〇本校は、開校１０９年目になります。９７名の新入生を迎え、平成３１年度は全校児童５７７名でスタートしました。
文京区の教育ビジョン「個が輝き 共に生きる文京の教育」のもと、「個性と共生」をキーワードに、一人一人の児童
を大切にした教育を目指し学力向上や心の教育、特別支援教育、PTA や地域との連携等の充実に一層励みます。
教育目標として「進んで学び合う子」「豊かな心をもつ子」「心身をきたえる子」の育成を目指し、よき社会
人となることを願い、学力・感性・社会性の育成に力を注ぎます。どうかご家庭におかれましても★子供たちの「生き
る力」となる●あいさつ●言葉づかい●学習態度●規範意識及びマナー等、ご家庭の教育力をさらに高め、学校
生活がより充実したものになるようご協力をお願いし「共育」につなげていきたいと考えます。
〇特別支援学級「ひまわり学級」の設置校として、固定学級と通常学級との交流や共同学習も積極的に進めます。
日常的な教科における交流及び共同学習や遠足、運動会、たてわり班活動等にも担任同士、全教職員で連携を図
り進めてまいります。林町小学校に通う全ての児童にとって、よりよい教育活動を展開できるよう努めます。
〇本校の特色として、PTA・地域の皆さまの温かいご支援をいただいていることが挙げられます。岩本裕輔 PTA 会長
をはじめとする役員の皆さん、すべての保護者の方に心より感謝申し上げます。学校教育に対する高い関心、アン
ケート等を通して寄せられるご意見、励ましのお声、温かいご理解とご協力に感謝しつつ、今年度も子供たちのため
にお力添えをお願い申し上げます。各町会の祭礼や大原地区健全育成会主催の「大原夏祭り」「大原スポーツ
祭り」、元本校 PTA 会長の水野忠知チーフコーディネーターを中心とする「学校支援地域本部」の皆さまにも大
きな応援をいただいております。毎年、新一年生のために教室の机とイスの脚に消音用のテニスボールを付ける作
業をしていただき、教室内の静かな環境を整えてくださっています。「いのちと心の授業」「岩井臨海学校」の講師や
補助員の紹介、ボランティアの方による校門の池周辺の植栽・環境整美等にもお力をいただいております。
〇児童の健やかな心身の成長を目指し、「皆さまとの連携・コミュニケーションを大切に」努めてまいります。
◆今年も「こいのぼり」が校庭の空を元気に泳いでいます。「たいさん木の広場」の皆さまありがとうございます。

消防写生会 ２年

加藤さんお世話になりました

鯉のぼり

自然体験学習４年 １年生を迎える会

■今年度より、個人情報保護の観点から、住所録・連絡網は配布しておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
■放課後の「アクティ林町」は５月８日（水）から、土日の校庭開放「たいさん木の広場」は、４月より始まっています。
■教育実習生・・・期間：５／２０（月）～６／１４（金）
①福桝実奈子さん（指導：２年２組岡本理恵任教諭：学年主任） ②柳 玉姫さん（指導：６年２組清水 良主任教諭）
■清水由紀栄養士は、４．２１より産休に入りました。２２日より、平岩美樹栄養士が着任しました。
■「学びの教室」に柴垣悦子講師（金曜）が、学校と家庭の支援員として椿幸夫さん（火曜・金曜）が着任しました。
■本校学校医・内科医の中村 宏医師が退任され、中村 豊医師に代わりました。また、歯科医の中崎 裕医師が退任され
岩佐宗行医師に代わりました。定期健康診断、学校保健委員会でも大変お世話になりました。ありがとうございました。
■図工専科の堀江美々子主任教諭は、２０２０年 3 月３１日まで「病休」となり、齋藤友基教諭が着任しました。
■前本校 PTA 会長・前文京区立小学校 PTA 連合会会長の阿部浩明さんが、平成３０年度の「区政功労（教育）にご尽力さ
れた方」として３月１５日にシビックホールで表彰されました。おめでとうございます。

よろしくお願いします
6 年 2 組担任

清水

良

区講師（ひまわり学級）伊東

佳代子

東京学芸大学附属世田谷小学校から参りました。林町小

今年度からひまわり学級の講師でお世話になります。元

学校の子どもたちと学び合えることをとても楽しみにして

気で楽しく笑顔で学校生活を過ごしたいと思っています。

おりました。一人一人の思いや願いを大切にして、笑顔あ

また、やさしい言葉や行動があふれる林町小学校に微力で

ふれる学級・学年を創っていきたいと思います。どうぞよ

すが先生方と協力していきたいと思います。子どもたちと

ろしくお願い申し上げます。

ともに、自分自身も成長できるようにがんばりたいと思い

3 年 2 組担任

ます。一年間よろしくお願い致します。

岩崎

佳美

北区立梅木小学校から参りました。初日から子供たちの

区交流及び共同学習支援員

工

奈桜子

明るい挨拶で出迎えてもらい、新たな学校生活がさらに楽

こんにちは。今年度からこの林町小学校で交流及び共同

しみになりました。子供たちがお互いを認め合い、自分た

学習支援員としてお世話になります。工奈桜子です。学生

ちで学級を作っていく楽しさを味わえるよう努めてまいり

時代は創作ダンス部に所属していたため踊ること・体を動

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

かすことが大好きです。林町小学校の子供たちにパワーを

2 年 1 組担任

もらって元気よく楽しく一緒に過ごしていきたいと思いま

清水

一輝

林町小学校の子供たちは元気いっぱいで私自身が子供た
ちから元気をもらうことがたくさんあります。毎日子供た

す。どうぞよろしくお願い致します。
区カウンセラー

伊藤

瑛子

ちのいろいろな一面を見ることができ、楽しく過ごさせて

はじめまして。スクールカウンセラーの伊藤瑛子と申し

いただいています。子供たちが笑顔で安心して学校に来れ

ます。毎週水曜日と木曜日に林町小学校に来ています。み

るように精一杯努めていきますので、どうぞよろしくお願

なさんが学校で楽しく過ごせるように陰ながらお手伝いさ

いいたします。

せていただけたらと思います。相談室だけでなく、校内を

ひまわり学級３年生

担任 小梅枝

梢

北区立王子第二小学校から参りました、小梅枝
ばえ

歩いてみなさんのがんばりを見守っていけることもあるの
梢（こ

こずえ）と申します。林町小学校に来て２週間程経

で、見つけたときは気軽に声をかけてください。
区講師

中村

玲子

ち、子供たちのやる気や笑顔にいつも元気をもらっていま

はじめまして。１、２年生の音楽を担当する中村玲子で

す。子供たちの思いを大切に、そして、「できた！」とい

す。林町小学校の元気で優しい子ども達に出会えたことが

う喜びを分かち合いながら、自信をつけていく指導をして

とてもうれしく、新鮮な毎日です。明るく素敵な歌声の子

参ります。精一杯努めていきますので、どうぞよろしくお

どもたちと楽しく歌い、演奏できる時間を大切に頑張って

願いいたします。

まいります。どうぞよろしくお願いいたします。

図工専科

齋藤

友基

区非常勤職員（用務）古館

大田区の入新井第二小学校から参りました。図画工作を
担当する齋藤友基（さいとう

ゆうき）です。初めて林町

に来たとき、しっかり挨拶ができる子がとても多いなぁと

高考

用務主事として林町小学校に来ました。こちらに来てか
らまだ３週間程しかたっていないので分からない事が多く
ありますが、林町小学校に馴染んでいきたいです。

感心しました。これから林町のみなさんとワクワクするよ

授業が始まると学校に活気が戻ります。児童のピュアな

うな楽しい図工ができるように頑張っていきたいと思いま

エネルギーに驚きます。子ども達に清潔で快適な学習環境

す。どうぞよろしくお願いいたします。

を保持すべくがんばっていきます。よろしくお願い致しま

養護教諭

す。

田中

亜希子

板橋区立舟渡小学校から参りました。さっそく４月の健
康診断では、保護者の皆さまのご協力に感謝申し上げま

交通指導員

柴野

圭司

４月から児童交通指導員として林町小学校のスタッフの

す。林町小学校の児童が、心も身体も健康で安全に過ごせ

一員となりました。登下校時の児童のみなさんの道路横断

るよう務めたいと思っております。お子様のことで心配な

時の安全の確保に努めてまいります。また、児童のみなさ

ことや気になることなどありましたら保健室にお声かけく

んに一人ひとりが道路横断時に左右確認をするよう促して

ださい。

まいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務担当

大石

佳代子

東京都下水道局から参りました。都庁の建物の中と違っ
て、四季を感じながら仕事をすることができ、とても幸せ
に思います。小学校事務はまだ不慣れですが、精一杯頑張
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました
主任養護教諭

千原

恵美子

教諭

林町小学校で、養護教諭として過ごした最後の７年間

相坂

岳宏

児童の皆さん、元気にしていますか。外の世界へ飛び出

は、とても貴重な日々でした。多くの子ども達との関わり

してみると林町の良さを沢山感じています。ぜひ、皆さん

は、私にとってかけがえのないものです。子ども達の様々

も林町の良いところを発見してみてください。そして、何

な思い出を感じ、共に笑ったり怒ったり悩んだり、とても

よりも学校生活を楽しんでくださいね。

大切な時でした。そして、成長していく子ども達のパワー

保護者の皆様、いつもあたたかく見守ってくださり、あり

は、私自身を成長させてくれました。感謝の気持ちでいっ

がとうございました。PTA バレーなど様々な所でたくさ

ぱいです。ありがとうございました。

ん支えて頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。

産育代替

渡辺

祥子

２年間お世話になりました。林町の子ども達の良いとこ

事務

里見

麻美

ろ、たくさんの子ども達から学んだことを胸に今年も算数

事務の仕事をしていると、なかなか子ども達と接する機

を教えていきます。皆が元気で、心身ともにたくましく成

会が少ない中、事務室の隣がひまわり学級だったので念願

長するよう今後とも応援しています。どうもありがとうご

だった子ども達と一緒に授業させていただいたことは、私

ざいました。

にとって大切な思い出になりました。とても楽しい８年間
でした。ありがとうございました。

産休代替

奥薗

健一

一年間お世話になりました。目を閉じれば林町小学校に
いたことが昨日のことのように感じます。うまく伝えられ
ないですけど、林町小学校は最高でした。何がいいかと言
うと、子供、保護者、PTA、地域の方々から愛を感じると
ころです。これからも子供たちの無限の可能性を楽しみに
応援しています。短い間でしたけど、ありがとうございま
した。
都講師（音楽）森本

美月先生

林町小学校では、音楽科の講師として四年間お世話にな
りました。今もみなさんと過ごした時間を思い出しなつか
しく思います。みんなで気持ちをそろえて歌ったり演奏し
たり。オルガンやみんなで使うカスタネットやタンバリン
を運んでいると手伝ってくれたり。頑張り屋で優しいみな
さん。またお会いできる日までお元気で。ありがとうござ
いました。
区スクールカウンセラー

仲村

亜津沙

林町小学校では二年間、お世話になりました。週に１日
でしたが、相談室で色んなお話をしたり、遊んだりと、み
なさんと過ごした時間は私の大切な宝物になっています。
これから先、悩むことがあるかもしれませんが、一人で抱
え込まずに、周りにいる人の力をたくさん借りながら、乗
り越えていって下さい。これからもずっとみなさんを応援
しています。
教諭

黒木

亜貴

教員としてスタートしたのが、林町小学校でした。可愛
くて優しい子供たちと、温かい保護者の方々に囲まれ、有
意義な６年間を過ごさせていただき、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。林町小学校で学ばせていただいたことを生か
し、これからも教員として頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

