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令和 3 年４月 30 日 
北区立堀船小学校 

創立 100 周年 

学校だより 

日 曜 行事予定 

５／１ 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 聴力検査１.３年 

７ 金 特別時程 聴力検査２.５年 

８ 土 土曜授業日 一斉下校３校時 

９ 日  

１０ 月 委員会活動 

１１ 火 検尿容器配布 避難訓練 

１２ 水 安全指導 

１３ 木 

尿検査提出 歯科検診１～６年 

５年５時間授業 

５年岩井保護者説明会 14:45～ 

１４ 金 
４時間授業 研究授業５校時６年２組 

尿検査追加回収１次 

１５ 土  

１６ 日 
 

１７ 月 運動会特別時程始 

１８ 火 全体練習１校時 

１９ 水  

２０ 木 耳鼻科検診１～６年 

２１ 金  

２２ 土  

２３ 日  

２４ 月 運動会係活動（６校時６年） 

２５ 火 全体練習１校時 

２６ 水  

２７ 木 全国学力調査６年 

２８ 金 尿検査提出２次 

２９ 土 

全学年特別時程月曜５時間授業 

１～５年 １３：３５下校 

   ６年 １３：５０下校 

教育実習始（～6/28 まで） 

３０ 日  

３１ 月 振替休日 

 

校長 平野 哲士 

ツツジが満開を迎え、新緑がまぶしいこの頃です。先の

保護者会には、大変多くの保護者様に、ご来校いただきま

した。ありがとうございました。さて、1 年生は、6 年生

のサポ－トの元、新たな〔船っ子〕として、少しずつ学校

生活に慣れてきました。２年生以上は、自信と学級の新た

な目標をもち、「よし、やるぞ。」と意欲にあふれています。 

児童理解はどこまで可能なのか 

「そもそも、児童理解は、どこまで可能なのか？」とい

う問いをもつことからスタ－トしたいと思います。「児童

理解は、容易である、とは言い切れない」と思います。だ

からこそ、大人が「ひと工夫」することが大切と考えます。 

子供の発言や行動には、背景がある。 

⇒まず大人が、「よく伝えてくれたね。」との尊敬の 

念をもち、ありのまま受け止める。 

⇒背景を考え、子供に、「どう考えるのか？ 

今後、どうしていきたいか？」について考えさせる。 

子供の表現や感情を否定せず、安心のある関係をはぐく

んでいきたいものです。学校では、教師と子供との「安心

のある関係」を、今後も育ててまいります。 

地域とのかかわりを深める 

 入学式や先の保護者会でも、触れさせていただきました

が、私は、本校を真の〔堀船地区立学校〕にしてまいりた

いと思っています。具体的には、地域の思いを受け止め、

改めて学校があるべき姿を見定め、地域の方のご支援をで

きうる限りいただき、子供たちを育てていくということで

す。１０月 30 日（土）には、記念すべき創立 100 周年

記念事業もあります。そこで、５年生を皮切りに、地域の

白山神社周辺で奉仕活動〔草むしり等〕を行いました。子

供たちが一層地域を知り、地域のおかげという感謝の気持

ちを高めていきたいと考えます。 

 

創立１００周年記念事業の準備 

周年実行委員会の効率的な運営のため、準備委員会 

〔複数の町会長様、PTA 会長様等で組織〕を立ち上げ、 

コロナ禍に於ける１００周年記念事業のあり方等につ 

いて、議論していただいております。６月上旬に、次の 

実行委員会を予定しています。 

 

・下校時刻は学年だよりをご確認ください。 
・第一回目の給食費・ＰＴＡ会費の銀行口座引き
落としが５／１８(火)にあります。前日までに
残高をお確かめください。 

児童理解はどこまで可能なのか 

 



 ５月の生活目標は『あいさつや言葉づかいに気をつけよう』です。 

あいさつには魔法の力があります。自分も周りの人たちも元気になれるし、仲良く 

なるきっかけにもなります。「 あ かるく・ い つでも・ さ きに・ つ づける」を 

大切にし、気持ちのよい学校にしましょう。 

 また、「おはようございます」や「こんにちは」以外にも、「ありがとう」、 

「ごめんね」など、人とのかかわりをよりよくする言葉もあります。みんなが安心 

して過ごすことのできる言葉についても改めて指導していきます。 

 

  

 

転入職員からのあいさつ 

５月の生活目標 『あいさつや言葉づかいに気をつけよう』

 

学力パワーアップ講師 原木 小晴 
 堀船小学校のみなさん、はじめまして。中国
語が話せる原木です。以前は中学校で数学のパ
ワーアップ講師をしていました。久しぶりの小
学校でドキドキですが、これからはみなさんと
パワーアップをしていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。 

非常勤講師 折田 英昭 
 ４年生の理科や５年生の家庭科などをお手伝
いさせていただく「折田」と申します。 
 子供たちとおしゃべりするのが大好きなの
で、少ない時間ですが楽しく過ごしたいと思い
ます。よろしくお願いします。 

ALT ケンリック・シャープ 
Hello everyone. My name is Kenrick 

Sharpe. I'm from Jamaica. I really excited 
to be here at Horifuna Elementary School. 
Let's have fun learning English together. 

図工専科 松本 里緒 
 板橋区から異動してきました。図工が好きすぎて図
工専科になったので、堀船小のみなさんと図工をする
日々に幸せを感じています。自分の心を開いて、色や
形を生み出すパワーを、自分にしかない大切な表現を
一緒に高め合えたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。 

音楽専科 尾堤 綾乃 
 はじめまして。音楽専科の尾堤綾乃と申します。 
昨年までは中学校で音楽を教えていました。みなさん
のキラキラした笑顔とのびのびとした歌声に毎日元
気をもらっています。これからも一緒に音楽を楽しみ
ましょう。よろしくお願いします。 
 
 

離任職員からのメッセージ 
前図工専科 大石 利佳 

 堀船小の図工室で子供たちと過ごす時間が大好
きでした。活動の様子やできてくる作品を見て、す
ごいアーティストがたくさんいる！と思っていま
した。堀船小の子供たちの未来が楽しみです。本当
にありがとうございました。 

前日本語教室 髙橋 理恵 

 新しくできた日本語学級を２年間担当しまし
た。短い間でしたが、日本語を学ぶ子供たちから逆
に教えてもらう事も多く、充実した毎日を送るこ
とができました。また、２・３年生のみなさんと、
花壇の世話をしたのも楽しい思い出です。ありが
とうございました。 

前家庭科専科 井上 妙子 

 昨年度は６月から授業開始という異例のスター
トで不安でした。でも、堀船小学校のみなさんの笑
顔に出会えて、とても楽しい一年間でした。家庭科
という教科のため、保護者の方にもご協力いただ
き、誠にありがとうございました。 

前学力パワーアップ講師 高田 歩美 

 明るく素直な堀船小の子供たちと過ごした
２年間は、私にとって驚きと感動の連続で、多
くのことを学ばせていただきました。皆さん
との出会いに感謝するとともに大切な宝物と
なりました。本当にありがとうございました。 

前非常勤教員 阿部 理恵 

 堀船小の明るく素直でやる気いっぱいの子
供たちと出会い、共に学べたことを幸せに思
っています。生き生きとがんばる姿がたくさ
ん見られました！すてきでした！１年間、お
世話になりました。ありがとうございました。 

前 ALT ベンジャミン・タック 

 Thank you for this year. It was fun 
teaching you. Good luck in the future. 
I am sad that I will not see you next 
year.                     Mr.Ben 

生活指導部 仲井 登志子 


