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〈 教 育 目 標 〉 

〇 互いの違いを認め 高め合う子 

〇 主体的に学び 創造する子 

〇 心身をきたえ たくましい子 
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「主体性」を引き出す「楽しさ」 

副校長  濱田 弘美 
  

 爽やかな風と若葉がまぶしい、1年で最も生命の息吹が感じられる季節となりました。校庭遊びの順番を

心待ちにし、晴天の中、生き生きと遊びに興じる子供たちの姿を見ると嬉しくなります。 

昨年度より全面実施となった新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」が重視されています。そ

れに基づく評価の観点も旧指導要領の「知識・理解」、「技能」、「思考・判断・表現」、「関心・意欲・態度」

の4観点から「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の 3観点に変わりまし

た。この今求められている「主体的な学び」とは一体何なのか、どのようにしたら身に付くことができるの

か、よく考えていく必要があります。 

「主体的な学び」とは「学ぶことに興味・関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、

見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげること」だと文部科学省は定義

しています。ではどのようにしたら子供たちが「主体的」に学ぶようになるのでしょうか。まず、学ぶ対象

や内容が、子供たちにとって「楽しい」ものであること、次に学ぶ方法や過程に「楽しさ」があること、そ

してその「楽しさ」を伝え合える友達や共有できる場があること、が大切なのではないかと思います。その

証拠に子供たちは自分が楽しいと思う学習は言われなくてもすすんでやり、友達同士で教え合い、共有して

いるからです。この「楽しさ」から子供たちの主体的に学ぶ姿勢が生まれると思うのです。 

 学習や勉強というと、どうしても「楽しくないもの」、「我慢してやるべきもの」と捉えがちです。「楽し

い」だけでは身に付かないと思われますが、発想を変え、「楽しく」学べるようにする工夫が大切です。学

ぶ内容に興味をもたせるようにし、学び方や解決方法は子供たちに選ばせたり、考えさせたりします。大人

が教え込む方法ではなく、子供に主導権を委ねる方法です。ただ、完全に子供たちに任せるのではなく、必

要に応じた大人の支援が重要なポイントになります。 

 そして最後にもう1つ大切なのは、周りの私たち大人が自らの学びを「楽しむ」ことなのではないでしょ

うか。教師自身が授業を楽しんだり、保護者の方が意欲的に資格取得等に取り組んだりしている姿を見て、

子供たちが自分もやってみようという気持ちになるのではないかと思います。このコロナ渦の制限された

生活の中で、学ぶことの楽しさに気付かせていきたいと思います。 

本校では今年度の校内研究で「総合的な学習の時間」を通して「主体的・対話的で深い学び」の視点から

の授業改善を行っていきます。また、感染症拡大防止対策の徹底に努めながら、ICT機器を十分活用した各

教科の授業、校外学習を含む様々な体験活動、学校行事等で子供たちが主体的に取り組む教育活動を進めて

まいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

《５月の生活目標》 

・ハンカチを身に付けよう。        ・配膳のルールを守ろう。 

・食事のマナーを守って給食を食べよう。・廊下は右側を静かに歩こう。 
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４月に笹塚小に転入してきた職員のご紹介です。 調布市から来ました小塚葉子です。開校１００年とい

う佳節に笹塚小学校の一員として加わることができ、喜

びいっぱいです。これから、子供たち、保護者の皆様、

地域の皆様と共にまた新たな笹塚小の歴史を刻んでい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                  小塚 葉子 

世田谷区→伊豆大島→シンガポール→渋谷区と、

東京都の教員でありますが、様々な場所で教鞭をと

って参りました。これから笹塚小でどんな経験がで

きるか楽しみでなりません。どうぞよろしくお願い

いたします。           

                中嶋 尊弘 

中嶋 明るく、元気いっぱい、そして学校のことをたく

さん教えてくれる優しい笹塚小学校の子供たちと出

会い、毎日を楽しく過ごさせていただいています。

日々、子供たちと共に生活する時間を大切にして過

ご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。 

秋山 紗葉 

 

                  

今年度、4年生の担任になりました。梅原愛希と

申します。身長は小さいですが、心は大きく、持ち

前の明るさと笑顔で子供たちに寄り添っていきたい

と思っています。教師１年目で、まだまだ力不足で

はありますが、精一杯、子供たちの成長を支えてい

きます。よろしくお願いいたします。 

                 梅原 愛希 

今年度から教員となり、笹塚小学校でお世話になり

ます。元気いっぱいの笹塚の子供たちと送る学校生活

がとても楽しみです。よろしくお願いします。 

二門 佳菜葉 

 

 

小林智子と申します。東京生まれ、横浜育ちで現在

は都内に住んでおります。元気でかわいい子供たちに

出会えて幸せです。早く笹塚小に慣れるように、毎日

精一杯努力していきます。どうぞよろしくお願いいた

します。               

小林 智子 
今年度より教員になりました米山直樹です。主に３

～６年生の算数少人数の授業で子供たちと関わること

になります。勉強や遊びなど、学校生活が楽しくなる

よう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。   

                 米山 直樹 

 

お隣の西原小学校から参りました松原芳江と申しま

す。事務室より皆様の学校生活を精一杯支えていきた

いと思います。これからどうぞよろしくお願いいたし

ます。               松原 芳江 

 

松原 

4月から笹塚小学校に異動してきました玉置で

す。新しい職場に早く慣れて皆さんのお手伝いがで

きるようにがんばります。     玉置 修一 

 

玉置 

この度、上原中学校から代替用務主事として参りま

した石井と申します。私は、この地域の出身で、今も

なお代々住んでいます。中幡小学校・笹塚中学校の卒

業生でもあります。そのため学校ではもちろん、街中

でも笹塚小の皆さんの様子を聞くことが多々あると思

います。よろしくお願いします。      

石井 誠 

 

安全で美味しい給食を作っていきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。     山口 華花 

 

山口 

スクールサポートスタッフとして、笹塚小学校の

色々な仕事のお役に立てるように頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

深井 理美 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹塚小学校での6年間、どのクラスにも恵まれていま

した。関わってくれた全ての子供たちと保護者の皆様に

感謝しております。最高の６年間でした。 

自分の人生は自分のもの。自分をつらぬいています

か？自分に負けていませんか？お互いに成長して、また

会いましょう‼ 

笹塚小学校には、育休・産休中を含め、８年間お世話

になりました。元気で人懐っこい子供たちと一緒に勉強

することができ、楽しい思い出がたくさんできました。   

保護者の皆様にも、様々な場面でご協力いただき感謝

しております。本当にありがとうございました。 

２年前、私は初めて笹塚小学校に来た時、不安な気持

ちでいっぱいでした。けれど、皆さんと学習したり、お

話ししたり、校庭で一緒に遊んだりしていく中で、不安

がだんだんとなくなっていったことを今でも覚えていま

す。たくさんの貴重な経験をさせていただきました。 

本当にありがとうございました。   

笹塚小学校では、５年間お世話になりました。たくさ

んの出会いや経験したことは私にとって大切な宝物で

す。私は新たな学校で“伝説”に残るクラス・学年をつ

くっていきます。皆さんも伝説をつくってください。応

援しています。保護者の皆様、たくさんのご支援・ご協

力ありがとうございました。      

別府 

特別支援教室専門員として３年間、育休代替教員とし

て２年間勤めさせていただきました。様々な方々に支え

られて過ごすことのできた５年間でした。笹塚小学校の

暖かな雰囲気の中で働くことができてとても光栄だと思

っております。本当にありがとうございました。  

元気な声と笑顔にあふれて、事務室に来られる時は礼

儀正しくて素晴らしい笹塚小学校の皆さんでした。１年

間という短い時間でしたが大変お世話になりました。あ

りがとうございました。     

伏見 

これからもたくさん給食を食べてください。お世話に

なりました。            

笹塚小には１年しかいませんでしたが、１年間ありが

とうございました。   

１年間、お世話になりました。明るく素直で優しい子

供たちと一緒に過ごせた日々は楽しく、たくさんの思い

出ができました。出会った子供たち、保護者の皆様、地

域の皆様、職員の皆様には感謝の気持ちでいっぱいで

す。ありがとうございました。    

山﨑 生子 望月 心 

別府 法子 
佐藤 彩乃 

長沼 祐一 坂井 智子 

伏見 加代子 

飯村 雄一郎 

更科 一夫 

 

 
４月に笹塚小を去られた職員からのメッセージです。 

4月 6日は笹塚小学校第 100回目の入学式がありました。ちょっと緊

張した様子を見せながらも、姿勢よく椅子に座り、立派な態度で臨むことが

できました。校長先生から、「話を聞くこと」「思いやりの心を育てること」

「心身共に鍛えること」を頑張るように話してもらい、学校生活への期待に

胸を膨らませています。入学式の中でも、「はい」と元気に返事をする姿が

たくさん見られました。 

 88 名の 1 年生。早く学校生活に慣れ、たくさんの経験をして、たくま

しく成長していってほしいと思います。 

 

 

   



 

 

 

 

 

方面別一斉下校 ５月６日（木）  
 
地震や台風などの災害に備え、方面別に一斉

下校を行います。13時40分頃に学校を出ま

す。（放課後クラブの利用する児童は、放課後

クラブへ行きます。）当日ご在宅の方は、お近

くの通学路までお越しいただき、児童の安全確

認にご協力ください。 

個人面談  

５月７日(金)～５月20日(木) 

保護者の皆様と各担任がお子様の学習の状

況や成長について話し合う大切な機会です。 

ご来校の際は、感染症対策の

ためマスク着用、手指の消毒等

にご協力をお願いいたします。 

給食費・教材費引き落とし 

５月１１日（火） 

給食費、教材費の引き落とし 

日となっています。ゆうちょ銀 

行口座残高のご確認をお願いい 

たします。  

生活リズムチェック（RC） 

４月２９日（木）～５月５日（水） 
新年度が始まって１ヶ月が経ち、学校生活に

も慣れ、疲れや気持ちのゆるみが出てくる頃で

す。連休後も学習に集中して取り組むためにも           

「早寝・早起き・朝ご飯」の

リズムは大切な習慣です。

ぜひ子供たちと一緒にチェ

ックをしてください。 

学校運営協議会 
４月24日（土）に、第１回学校運営協議会

が開催されました。先月の学校だよりで委員の

変更はなしとお伝えしましたが、新しく２名の

委員をお迎えすることになりました。 

戸所 信貴 委員 

（TEN-SHIPアソシエーション 代表理事） 

久保田 恵子 委員 

（本校 前PTA副会長） 

今回は、今年度の学校経営方針の承認や、新

たに設置される地域学校協働本部についての

協議がなされました。詳しくは 

学校ホームページ内CSページ 

の「学校運営協議会だより」を 

ご覧ください。 

次回は、６月12日(土)の10時より開催い

たします。協議会は、基本的にどなたでも傍聴

できますので、傍聴をご希望の方は、事前に副

校長までご連絡ください。 

日 曜 予定等 sc 

1日 土   

2日 日   

3日 月 憲法記念日  

4日 火 みどりの日  

5日 水 こどもの日  

6日 木 安全指導日  避難訓練（一斉下校5校時）  

7日 金 個人面談① ◎ 

8日 土   

9日 日   

10日 月 
全校朝会    歯科（２・６年） 

個人面談②   尿検査2次回収 
 

11日 火 個人面談③  心臓検診（1年他）  

12日 水 特別時程   

13日 木 
眼科検診（全学年） 個人面談④ 

ささっ子班活動 
 

14日 金 交通安全教室1年 PTA総会（書面） ◎ 

15日 土   

16日 日   

17日 月 全校朝会 個人面談⑤ 教育実習始  

18日 火 
耳鼻科検診（１・３・５年） 

個人面談⑥ 
○ 

19日 水 特別時程  

20日 木 遠足（１・２年） 個人面談⑦   

21日 金 プラネタリウム見学（4年） ◎ 

22日 土   

23日 日   

24日 月 全校朝会 委員会活動  

25日 火 耳鼻科検診（２・４・６年）  

26日 水 特別時程  

27日 木 
全国学力・学習状況調査（６年） 

委員会紹介集会 
 

28日 金 遠足（3年） 子どもまつりCM集会 ◎ 

29日 土   

30日 日   

31日 月 全校朝会 クラブ活動  

 
スクールカウンセラー勤務日 

◎ 小田桐 栄佳 SC 

○ 中村 忍 SC 

 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/10/30/1363409_4-4.pdf
https://shibuya.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1310241&frame=frm5e49ed696f17d

