～互いを敬い、知恵を磨き合う子どもを育てる王五小～

輝け 王五
いつも変わらぬ姿勢で教育活動に取り組む王五小として
校長 清水 智子
校庭で元気よく泳ぐ鯉のぼりが、風薫る皐月の訪れを告げてい
ます。木々の様子が新芽から青葉に変わっていくように、本校の
子ども達も一日一日と成長していく姿を大変嬉しく感じます。
東京都には、３度目の緊急事態宣言が発出されました。そのよ
うな中、私が使っている駅で、以下のような張り紙があるのを見
付けました。
今は苦しいときですが、心一つに
みんなで乗り越えましょう。
みんなの思いやりが、日本を救います。
医療従事者の皆さん、私たちは応援しかできませんが、
共に頑張りましょう。
不安や緊張で気持ちが落ち着かない時に、心をほっこりさせて
いただいたメッセージでした。この生活がいつまで続くのか見通
しの立たない今、心を和ませてくれる言葉の力を再認識し、こん
な時だからこそ心が温かくなる言葉をたくさん使いたいものだ
と思いました。
本校では、
「３つのあ」を大切にしています。挨拶の「あ」、あ
りがとうの「あ」、温かい言葉の「あ」です。いつも温かい言葉
があふれている学校でありたいと思います。言葉の力は、人の心
を動かす原動力です。今こそ言葉の力を信じ、大切にしていきた
いと考えます。
さて、本校は今年度より「コミュニティ・スクールおうご」と
して、地域に開かれ信頼される学校づくりをこれまで以上に推進
することになりました。様々な制限が加わった中での生活が続き
ますが、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」とい
う理念を学校と地域が共有し、地域と連携・協働しながら未来の
十条の担い手である子どもを育てていきたいと考えています。地
域とのつながりを子ども達の学びに生かすだけではなく、地域の
皆様が王五小の教育に関わっていただくことにより、学校が地域
に根ざし、地域全体で子ども達をを支えていくしくみができるよ
うに全力で取り組む所存です。
世の中がいかなる状況にあっても、子ども達を第一優先に、い
つも変わらぬ姿勢で最善が尽くせる学校であるように、地域や保
護者の皆様と力を合わせて、今後も努力して参ります。

王五小のためによろしくお願いします。
～前期委員会の委員長が決まりました！～
よりよい学校生活となるよう、委員長を中心に
それぞれ計画的に活動を展開していきます。
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壁面緑化学習(４年)
朝学習 Ｂ６時程 安全指導日
児童集会 尿検査
朝読書 ５時間授業 尿検査
ダンス学習（５、６年）
朝読書 Ｂ６時程
朝学習 土曜日授業
防災訓練(校内)
那須移動教室説明会（４年）
全校朝会 体育大会係活動(６年)
体育大会特別時間割開始
朝学習 内科検診(１・２年)
ショート避難訓練
朝学習 Ｂ４時程
校内研究授業（４年 ５時間授業）
運動朝会
朝読書 Ｂ６時程 耳鼻科検診

全校朝会(ほかほかタイム)
体育大会係活動(６年)
運動朝会 ショート避難訓練
運動朝会
朝読書
全国学力学習状況調査（６年）
体育大会リハーサル Ｂ６時程
前日準備⑤⑥（５・６年）
尿検査第２次
王五２０２１体育大会
王五２０２１体育大会予備日
振替休業日
全校朝会 Ｂ６時程 生活キャンペーン始
内科検診（４・５年）
児童集会（なかよし班発足）
朝学習 ５時間授業 朝読書週間始
朝読書 Ｂ６時程 眼科検診

５月の校庭開放は、９日、１６日、２３日、３０日です。

【５月の生活指導目標】
みんなのことを 考えて

１年生を迎える会

交通安全教室（１年）

笑顔いっぱいの１年生を迎える会
特活主任 市原 裕大
２０日に１年生を迎える会を実施しました。この日までに、２年
生は１年生へ招待状を渡し、５年生はペンダントを作るなど、在校
生は分担された役割に応じて準備をしてきました。
当日は、３、４年生が作成したメッセージボードの間を６年生と
１年生が並んで入場しました。１年生はみんな笑顔いっぱいの表情
で、６年生からの呼名に元気のよい返事ができました。これからも
休み時間やなかよし班活動などで関わり、仲良くなってほしいと思
います。

リズムに乗ってかっこよく踊ったダンス学習
体育主任 濵田 圭俉
世界的に活躍している、文化庁事業登録ダンス講師のＥＧＡ先生
（江頭 耕治先生）と綾乃先生（長澤 綾乃先生）をお招きして、１
～４年生の子ども達がダンス学習を行いました。リズムに合わせて
体を動かすことの楽しさを味わうとともに、短時間の中で体の動き
の高まりを実感する児童も多く見られました。５、６年生は、５月
にダンス学習を実施します。

強度の地震を想定した引き取り訓練
１年２組担任 二ノ宮 さゆり
感染症対策を行う中での引き取り訓練にご協力いただき、誠にありがと
うございました。子ども達は、まず２校時に、震度５弱の地震を想定した
避難訓練を行いました。どの子も素早く身を守る行動をとり、速やかに校
庭に避難することができました。
ご家庭の中にも、落ちやすいものや崩れやすいもの等があるかもしれま
せん。ぜひこの機会に、災害が起こったときのための対策や行動の仕方等
について、ご家族で考えていただきますようお願いします。

写真ギャラリー
～４月～

１年生を迎える会（２０日）
青空の下、６年生と入場しました。
メッセージボードと、大きな拍手で
迎えました。

校内研究 師範授業「４年：かけ算」
講師 立教大学教授
黒沢 俊二先生
（１４日）

クラス紹介
１年１組 担任 小川 功介
入学してからもうすぐ１か月が経とうとしています。子ども達は、ラン
ドセルから教科書を出すことや、名札を付けることなど、朝の準備の仕方
を覚え、自分たちの力でできるようになってきました。新しい環境に緊張
感をもっていた子ども達も、少しずつ小学校の生活に慣れてきた様子で、
様々な表情を見せてくれるようになってきました。
初めてのひらがなとの出会いや数の表し方の学習等を通して、学ぶこと
の楽しさを授業の中で感じている様子が分かります。自分で考えると、い
ろいろなことが見付けられる、考えたことを友達に伝えるともっとよく分
かるようになると気付き、全身で懸命に活動に取り組む姿が見られます。
新しいことを次々と吸収し、日々成長している子ども達のこれからが楽
しみでなりません。子ども達に負けないように、努力したいと思います。
１年２組 担任 二ノ宮 さゆり
笑顔で「おはようございます」と教室に入ってくる子ども達から、毎日
元気をもらっています。
４月には対面式や１年生を迎える会があり、王子第五小学校に仲間入り
をすることができました。学習にも、一生懸命に取り組んでいます。姿勢
よく丁寧に文字を書こうとする姿、手を挙げて自分の考えを友達に伝えよ
うとする姿、困っている友達に声を掛ける姿、きらきら輝く素敵な子ども
たちの姿がたくさん見られます。
５月には、アサガオを育てたり、体育大会に向けての本格的な取組が始
まったりと、楽しい活動がたくさん待っています。子ども達の明るい笑顔
で教室がいっぱいになるよう、私自身も一緒に楽しみながら取り組んで参
ります。

校内研究 師範授業
「２年：かくされた数の和は？」
講師 明星小学校校長
元筑波大学附属小学校副校長
細水 保宏先生（２３日）

ダンス学習 （１９日～２１日）
講師 EGA 先生、綾乃先生
１、２年生は GUT’S、３、４年生
は紅蓮華の曲に合わせて踊りまし
た。

開校記念のお祝い給食（２６日）
開校８８周年の日は、ちらし寿司
でした。栄養士 齋藤先生の手描き
のシールも添えられていました。

