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校庭を彩っていた桜もすっかり葉桜になり、さわやかな新緑の季節となりました。平成３
１年度がスタートして、早一か月。５月から元号が改められ、令和になります。令和の時代
を生きる子どもたちは、元気に学校生活を送っています。また、授業にもしっかり取り組め
ています。
さて、４月２６日（金）に「１年生を迎える会」が行われました。９６名の１年生が小平
十二小の仲間として迎えられました。１年生は少し緊張ぎみでしたが、６年生のお兄さんや
お姉さんに手を引かれて入場してくる姿は、どの子もとても嬉しそうで、大変ほほえましく、
温くて楽しい会となりました。
岩井校長の「おはようございます」という元気な声に、全員が声を揃えて挨拶し、会が始
まりました。今年の子どもたちは、挨拶が一人一人に認識されているように思います。廊下
で会っても、進んで元気に笑顔の挨拶をしてきます。軽く会釈する子どももいます。こちら
も元気になり、心がふわりと広がって豊かな気持ちにさせられます。
話は１年生を迎える会に戻りますが、今年のテーマは「ようこそ
も十二小のなかまいり

なかよくげんきにすごそう～

１ねんせい」 ～きみ

です。温かくみんなで迎えるこの会

の雰囲気は、十二小の素晴らしい伝統だと思います。
十二小では、様々な教育活動を行いながら、「子どもも、大人も、みんなの笑顔あふれる
学校」を目指します。どうぞ温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
ゴールデンウィークは、１０連休となります。元気に無事故でお過ごしください。

５月の目標
生活目標
保健目標
給食目標
清掃目標

『言葉づかいをふり返ろう』
『リズムのある生活をしよう』
『マナーを身に付けよう』
『準備をすばやくし、体を動かそう』

□

委員会オリエンテーション

～

自分に合った仕事を決めよう ～

４月９日（火）に、自分が向いている委員会活動を見つけるために、
どの委員会がどのような仕事をするのか紹介する委員会活動オリエン
テーションを実施しました。
５年生の子どもたちは、初めての委員会活動のため、とても興味深
く説明を聞いていました。また、６年生は２年目の委員会活動のため、
自分がより活躍できそうな委員会はどれなのか、どんな仕事がしたい
のか等、昨年度の経験を生かしながら、どの委員会にしようか考えて
いる様子が見られました。子どもたちがより自主的に活動できるよう
今後の委員会活動で様々な工夫をしていきたいと思います。

□ １年生を迎える会

～

ようこそ楽しい学校十二小へ

～

４月２６日（金）代表委員会の子どもたちが中心となって、全校で「１年生を迎える会」を実施しました。
６年生に手を引かれて花のアーチをくぐり、上級生の大きな拍手で迎えられ、１年生が入場しました。少し
緊張した表情でしたが、十二小の仲間から歓迎されたことをとてもうれしそうにしていました。上級生から
は、手作りのペンダントと歓迎の歌「はじめの一歩」のプレゼントがありました。
入学式の次の日から、１年生の様々なお手伝いを６年生が行っています。朝の準備の仕方やトイレの場所
を教えたり、休み時間に一緒に遊んだりしながら、他学年交流を充実させています。
これからは、たてわり班活動も始まっていきます。他学年との様々な交流を通して、全学年の子どもたち
のよりよい関わり合いとリーダー性、十二小への所属意識を高めていきます。

□ 全校交通安全教室

～児童の安全を守るために～

今年度も昨年度に引き続き、児童の安全を守るための取組と
して、４月１５日（月）に、全校交通安全教室を実施しました。
１・２年生・けやき学級の児童は、DVD 鑑賞を通して、歩行
時における交通ルールやマナー、道路で予測される危険などに
ついて学びました。また、道路を渡る時は、
「①止まる、②右・
左・右を見て安全確認、③手を挙げて歩いて渡る」という交通
ルールの基本を伝えながら歩き方や信号設置場所などの確認を
し、新道（３･３･３号線）を歩きました。

３年生～６年生の児童は、新道（３･３･３号線）に新しく信
号機が設置された道路がどのようになっているのか確認しなが
らきちんとルールを守って歩きました。交通ルールの確認がで
き、今後の生活に生かせるような充実した取組となりました。
これからの学校教育の中でも、継続して安全指導を行い、子
どもたち自身に危機管理能力を身に付けさせていきたいと思い
ます。十二小の子どもたちのために、ぜひ、引き続き、ご家庭
や地域での見守りのご協力をお願いいたします。

□委員会・委員長紹介集会

～今年度の委員会活動が始まりました～

いよいよ今年度の委員会活動が始まりました。４月１９日（金）
には、各委員会の委員長が自分たちの委員会の名前や仕事内容など
について全校児童に発表しました。
今後は、６年生を中心として、高学年児童が協力し合いながら、
よりよい十二小を築いていけるよう精一杯支援していきます。
今後の５、６年生の活躍がとても楽しみです。ぜひ、ご家庭で
も委員会活動についてお話を聞いてみてください。

□体育学習の服装について

～ 学校生活の充実と場に応じた対応力を身に付けるために ～

本校では、オリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受け、
体育科の学習についても一層の充実を図っています。
体育科の学習は、規律を定着させることから始まります。そのために、
服装を整えることがとても大切です。本年度も引き続き、子どもたちの
学習を充実させるためにご協力をお願いいたします。
１
２

タイツは、運動の妨げになるので靴下に履き替える。
体育着のすそは、きちんと短パンに入れる。また、上着は暑くなっ
たらすぐに脱ぐ。（けが防止のため、ファスナー、ポケット、フードがついていないトレーナー類を着用する。）
３ 肩よりも伸びた髪の毛は、結ぶ。
また、校舎内では、ジャンパーなど外で着るような上着は脱ぐことも指導
しています｡場に応じた服装は､ご家庭でのお声掛けもお願いいたします。
５月に入ると、運動会練習も始まります。ぜひ、ご協力お願いいたします。

□ 子どもたちの学力向上を目指して！

～十二小 朝学タイムの実施！！～

今年度も昨年度に引き続き、十二小タイムとは別に、朝の時
間に、算数や国語等の学習の振り返りや学年集会等を行うため
に、朝学タイムを設定します。
１回１回の時間は、長くはありませんが、１年間を通して、
この取組を継続していくことで、子どもたちの確かな学力へと
つなげていけると考え設定しています。
子どもたち一人一人が、一歩一歩学力を伸ばしていけるよう
教職員精一杯の努力をしていきたいと思います。

□１年生の安全を守るために ～ 下校に慣れるまで引率して下校しました！ ～
１年生が本校に入学してから早くも１か月がたちました。一人で登校や
下校をするのが初めてのため、始めの２週間は、教職員が各方面に分かれ
て方面別下校を実施しました。日々下校する経験を積み重ねることで、少
しずつ下校の仕方も上手になってきました。しかし、まだまだ未熟な面も
あるのが現状です。学校でも、繰り返し様々な指導をしていきますが、も
し危険な行為やマナーが悪いときには、ご家庭、地域でもお声かけ、指導
をしていただけたらと思います。

【新しく十二小に仲間入りした教員を紹介します！！ 4 月に追加】

５月の予定（H31 変更済み）

１～４年生と一緒に算数の学習をします。よろしくお願いします。
細谷

１

水

新天皇即位に伴う祝日

２

木

休日

３

金

憲法記念日

４

土

みどりの日

５

日

こどもの日

６

月

振替休日

７

火

集会 委員会活動 聴力検査（３年・けやき） 十二小スタンダード確認日

知恵子

本校で２年間事務補助をしておりました。今年度よりスクールサポートスタッフとし
てお世話になります。新たな気持ちで取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い
いたします。
大久保

紀子

スクールサポートスタッフとしてお世話になります。先生方に教えていただきながら、
たくさんのお手伝いができるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。
田中

晶子

運動会特別時間割（始）

８
９
10

水

十二小タイムなし 聴力検査（５年）

木 ５・６年ブロック遠足 聴力検査（２年）
上三垣 心臓検診欠席者（予備日：福祉会館）
聖子
金

集会 安全指導 眼科検診

今年度よりティーチングアシスタントとしてお世話になります。元気な子どもたちとた
くさん活動していきたいです。どうぞよろしくお願いします。
上三垣（かみみがき）聖子

内科検診（4 年）
介助員としてお世話になります。子ども達たちにエネルギーをもらって若々しく過ごし

保教会総会(15:00 ～)

11

土

12

日

13

月

たいと思います。よろしくお願いします。
星河

公開なし（月曜時間割） 水着販売 11:30～12:30

秀雄

□体力向上の取組 ～十二小外遊び旬間（６月１４日～６月２８日）～
朝会 十二小あいさつ運動週間（中学年）
十二小家庭学習強化週間

14

火

読書マラソン 避難訓練 クラブ活動

15

水

特６ 五中校区あいさつデー 青少対総会 13:45～（ランチルーム）

16

木

集会 運動会係児童打ち合わせ

17

金

音楽鑑賞教室（午前中）６年生

18

土

19

日

20

月

朝会（ボランティア紹介）

21

火

集会 尿検査（２次） クラブ委員会なし６時間

22

水

十二小タイムなし 尿検査（２次予備日）

23

木

運動会全校練習

24

金

集会 離任式

25

土

上宿公民館まつり

26

日

上宿公民館まつり

27

月

朝会 運動会係児童打ち合わせ

28

火

運動会全校練習 クラブ委員会なし６時間

29

水

十二小タイム

30

木

運動会全校練習 心臓検診専門医の指導（福祉会館）

31

金

運動会全校練習（予備日） 運動会前日準備

＜６月の当初の特別な行事＞
１日（土） 十二小オリンピック
４日（火）～６日（木）プール持ち物確認日
７日（金）劇団四季「こころの劇場」
（６年生）

今年度も体力向上の取組と
して外遊び旬間を実施します。
「外遊びカード」を作成し、
子どもたちがより意欲的に運
動に取り組めるように工夫していきます。 また、
今年度も『長なわチャレンジ』を実施します。
「長
なわチャレンジデー」を設定し、クラス単位で回
数を競います。結果は放送や掲示で発表し、児童
の意欲を高めていきます。

□1 年保護者対象の給食試食会について
徐々に暖かい日が増えてきました。
1 年生は楽しくおいしそうに給食を食べています。
給食時間の子どもたちの様子をお知らせし、給食
を食べていただく試食会を計画しております。つ
きましては、詳細は以下の通りです。
記
日にち：７月８日（月）
時 間：11:40～13:10 予定（11:30 受付開始）
場 所：ランチルーム
後日改めて児童に通知を配布いたしますので、
そちらをご参照ください。ご参加をお待ちしてお
ります。

□ ＡＬＴの紹介
昨年度に引き続き、ＡＬＴとしてテリタ レヴィン
が十二小の担当となりました。様々な活動を展開し
ていきます。よろしくお願いいたします。

