大和市立深見小学校
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子どもは大人を観て育つ
新緑まばゆい季節。街路樹達は、早くも初夏の装いといった感じです。ハナミヅキ、ラ
イラック、百日紅、ツツジ、等々。春の幕開けを告げる桜の華やかさとは違った、それ
ぞれの彩で、道行く人たちに安らぎを与えてくれています。
子どもたちも、新しい環境に少しずつ慣れてきた様子で、その子なりの持ち味を輝かせ始めました。
本年度は、学習指導要領改訂の移行期間元年。「主体的・対話的で深い学び」が、これからの、社会を
生き抜く、子どもたちの、学びのテーマとなります。
変わりゆく時代の流れの中、本校では、子ども同士の「対話」を軸とした学び創りに取り組んでいます。
そのために、自分の意見を進んで言う。自分の考えを、比較や関連づけをしながら根拠を持って言う。
友だちの考えを粘り強く分かろうとする。子ども中心に対話を進める。友達のよい学びの姿勢を取り入
れる。など、教師が教え込むのではなく、子どもたちが持っている、「学びの力」を引き出すことを教
師の関わりの真ん中に据え、「待つ姿勢」を大切に、授業に臨んでいるところです。
さて、昨年度も触れましたが、本校ＰＴＡのスローガン「成長しよう子どもと共に」について、もう少
し掘り下げて考えてみたいと思います。
このスローガンの主語は、子どもを養育、教育する保護者のみなさんや教職員ですが、私は、このスロ
ーガンの「共に」という言葉に、深見小の教育の価値を感じています。
日々の授業の中でも、ある一人の子の発言で、みんなの気づきが生まれたり、授業が深まり・広がった
りするということがよくあります。同時に、教師も「その発言にどう向き合うか」という課題に直面し、
瞬間的に力量を問われるのです。まさに「子どもから学ぶ」姿勢なくして、教師としての本来の成長は
ありません。また、親御さんの中にも、お子さんの、なにげない言動に、とまどい、悩んだ方もいらっ
しゃることと思います。そんな時は、「正解」を導き出すことよりも、悩んだ時は、悩んだままに、そ
の事実にどう向き合うか、という姿勢こそが、人としての「成長」を支えるのではないでしょうか。
カナダの心理学者バンデュ－ラは「社会的学習理論」を提唱しました。これはモデリング(子どもは模範
となる大人の行動をまねる)に基づく理論です。
つまり大人は、生身の状態で子どもの手本となっているということです。この理論に依れば、攻撃や暴
力の中で育てられた子は、そのように育ってしまう。また、真の優しさ、愛情の中で育まれた子は、他
者に対して、優しさや愛情を持って接することができる大人になる。ということになります。
大人といえども完全な人格はありえません。時として感情に押し流されてしまう時もあります。
しかし、大人でも成長過程にあり、発展途上の人でありたいとの願いは、持っていたいと思います。
そして、「子どもと共に」成長しようと努力している人こそが、子どもにとって「理想のモデル」であ
ると思います。
校長 山本 博久

＜始業式・入学式

にゅうがくおめでとう１年生＞

５日（木）には始業式・入学式がありました。
学年が一つ上がり、新たな気持ちで「がんばるぞ！」
と目を輝かせ、張り切る深見っ子でした。新しい教室、
新しい仲間、新しい先生と１年間の活躍を誓っていました。
始業式後、６年生と２年生は入学式の準備や出し物の練習
をしました。入学式では新しい深見っ子８６名の１年生が
入学しました。これからの活躍が楽しみです。

＜避難訓練＞
１０日（火）には全校一斉の避難訓練（火災想定）が行われました。
「お（おさない）
・か（かけない）・
し（しゃべらない）・も（もどらない）
」の約束を守り、みんな真剣に避難しました。新しいクラスにな
ってすぐの訓練でしたが、避難経路をしっかり確認しながら、安全に避難することができました。いつ、
どんな時でも自分で考え、すばやく行動できる深見っ子を目指して、今後も取り組んでいきます。

＜１年生

防犯教室＞

１３日（金）には１年生の防犯教室が行われました。大和少年補導員の方、大和警察署の方から、毎
日を安全に過ごすための、
「おおだこポリスの約束」を教えていただきました。大きな声で言えるように
練習をしました。最後に手作りのかわいいミニランドセルをいただき、１年生は大喜びでした。

４つのおやくそく
お→おうちのひとに いってきます
お→おともだちと あそぼうね
だ→だまされて ついていかない
こ→こわくなったら おおごえで

＜６年生

全国学力・学習状況調査＞
１７日（火）には６年生が「全国学力・学習状況調査」に参加しました。
６年生は真剣なまなざしで「国語Ａ・算数Ａ」「国語Ｂ」「算数Ｂ」「理科」の
各教科と「児童質問紙」の各設問に答えていました。
後日届く結果は、今までの学びの振り返りとして、これからの取り組みの資料と
して活用していきます。最後まで粘り強く取り組むことができた6年生です。

＜授業参観・懇談会＞
１９日（木）の５・６年生を始めに、２０日（金）は３・４年生、２３日（月）
は１・２年生、２４日（火）は、たんぽぽ・ひまわり級の授業参観・懇談会が
行われました。参観では、新たなクラスで張り切る子ども達の姿が見られたこ
とと思います。また、懇談会では担任より学年や学級の経営方針を伝えました。
保護者の皆さんには役員決めや各行事へのご理解をいただき、ありがとうござ
いました。どうぞこの１年間よろしくお願いいたします。

＜１年生 はじめての給食＞
1６日（月）・１７日（火）・１８日（水）と１年生は「ならし給食」がありました。
食器の準備や片付けの練習のため、１日目は、食器の練習。２日目は、牛乳とコッペ
パン、リンゴジャム。3日目は、ごはん、牛乳、にくそぼろで練習をしました。みん
なはりきって準備をし、残さず食べていました。１９日からは他学年と一緒に給食の
楽しい時間を過ごしていました。最初の献立は「コッペパン、牛乳、バーベキューソ
ースあえ、おんやさいサラダ、チーズ、ジューシーオレンジ」でした。
深見小学校の給食は、自校給食なので温かい作りたてを配
膳します。在校生からも「すっごくおいしい！」と評判の給
食です。１年生もきっとこれからも残さず食べてくれると思
います。スープやシチューの中に星形の人参が入っていたり、
新メニューやおたのしみこんだてがあったり、子ども達の大
好きな深見小の給食です。

＜ご注意ください！！

個人情報保護についてのお願い＞

この時期、様々な手口で個人情報を聞き出す事案が予想されます。実際に数名の児童名を伝えながら
聞き出すなど今後、同様の手口で個人情報を聞き出すことが予想されます。個人情報を伝えないよう、
ご家庭でもご注意ください。
また、個人情報保護の観点から深見小学校では、
「入学式・卒業式・運動会・マラソン大会・学習発
表会（2 月の授業参観）
」以外の行事や授業について、ビデオ、写真撮影をご遠慮願っています。なお、
撮影した画像や動画などをＳＮＳ等への画像公開は個人情報保護の視点から絶対におやめください。
どうぞ皆様のご協力お願いいたします。

＜インターロッキングブロック＞
深見っ子の約束として、児童は登下校時、校庭や芝生の上を横切らず、イン
ターロッキング（レンガ調のブロック）の上を歩きます。きれいな芝生で気持
ちの良い環境の中、学習を進めていきたいものです。
どうぞ保護者の皆様もご協力ください。

＜ＰＳメール＞

テストメールの配信について

次の日時にテストメールを配信しますので、ご確認ください。その際、もしテストメールが受信
できない場合は、下の問い合わせ先にお問い合わせください。
（メールの差出人は「やまとＰＳメール」になります。
）

① ５月２日（水） 午前１０時００分 （1 回目）

② ５月９日（水） 午前１０時００分 （２回目）

 【問い合わせ先】バイザー株式会社：（ナビダイヤル）０５７０－０５５－７８３（平日 9:00～18:00）
【よくあるお問い合わせ】右の QR コードを読み取るか、URL を入力してご覧ください。
https://service.sugumail.com/yamato-school/faq/m/
※携帯会社ごとの迷惑メール設定の方法もご確認いただけます。

５月の予定
曜
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行事予定
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火
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水
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木

4

日

１年生歓迎集会（3 校時）
ロング昼休み（クラブ編成）
Ｐ登校指導
普４（13:30 下校） 家庭訪問①
1 年心臓検診
尿検査②回収

曜

行事予定

日

17

木

18

金

憲法記念日

19

土

金

みどりの日

20

日

5

土

こどもの日

21

月

6

日

22

火

23

水

（４年社会見学予備日）

24

木

クラブ(4,5.6 年 6 校時)
歯科検診（１３５年たひ級）

普４（13:30 下校） 家庭訪問②
朝会（見守り隊紹介）
給食費引落日
PTA 会費集金袋配付
Ｐ役員会 9:00 Ｐ運営委 10:00
普４（13:30 下校） 家庭訪問③
新体力テスト５６年

7

月

8

火

9

水

新体力テスト１２３４年

眼科４年

25

金

10

木

木曜日課４（13:15 下校） 家庭訪問④
新体力テスト（予備日） ベルマーク回収日

26

土

11

金

普４（13:30 下校） 家庭訪問⑤
１年交通安全（歩き方）教室（12 校時）
３年リコーダー講習会（４校時）
ＰＴＡ会費集金日

12

２年遠足（新江ノ島水族館）

Ｐバレー15:30

（３年遠足予備日） （予：給食費引落日）

登校指導

ＰＴＡ総会 15:30
Ｐバレー10:30

１年遠足（引地台公園） １年給食試食会
３年ブラッシング指導(2 校時)
清掃朝会 （雨天：校長講話） Ｐバレー15:30
ロング昼休み
内科検診（３・４年）

６年修学旅行（日光）
６年修学旅行（日光）

Ｐバレー10:30

27

日

土

28

月

６年振替休業

13

日

29

火

６年振替休業

14

月

普５（14:40 下校）

30

水

普４（13:15 下校）研究会のため

15

火

３年交通安全（自転車）教室（1.2 校時）
内科検診（１・５年・たひ級） Ｐバレー15:30

31

木

16

水

４年社会見学（宮ケ瀬）

（１年遠足予備日）

代表委員会

Ｐバレー15:30

Ｐバレー15:30

歯科検診（２４６年）

尿検査③回収

６月の主な予定
１日（金）５年移動教室（愛川ふれあいの村）
ＰＴＡ登校指導
２日（土）５年移動教室（愛川ふれあいの村）
４日（月）５年振替休日
５日（火）ロング昼休み（予備：３年自転車教室）
６日（水）短５（研修会のため 14:15 下校）
４年環境管理Ｃ施設見学（1～4 校時）
７日（木）給食費引落日
８日（金）４年耳鼻科検診
Ｐ環境美化
１１日（月）プール開き
ベルマーク回収日
代表委員会
学校評議員会
１２日（火）朝会（校長講話）

１３日（水）短５（研修会のため 14:15 下校）
１４日（木）Ｐ環境美化
１５日（金）６年対話型美術鑑賞教室（ 岡本太郎美術館）
１６日（土）普３ 土曜授業参観
１８日（月）振替休業
１９日（火）音楽朝会
２０日（水）普４（研究会のため 13:30 下校） Ｐ環境美化
２１日（木）クラブ（4・5・6 年６校時）
２５日（月）Ｐ環境美化
２６日（火）短５（研究会のため 14:15 下校）
２８日（木）小中合同引き取り訓練（５校時）
３０日（土）Ｐバレーボール校内大会

＊予定は予告なく変更されることがあります。どうぞご了承ください。

＜図書の貸し出しがはじまりました！＞
学校の図書館では電算化が始まり、貸し出し作業で、バーコードリーダーを使用しています。4月は２４
日（月）より図書の貸し出しが始まりました。初めは１人１冊の貸し出しですが、委員会の活動が慣れて
きたら１人２冊までの貸し出しとなります。便利になった図書室で、今年もたくさん本を読んでほしいと
思います。

・・・さらに読み聞かせボランティアも募集中です！
深見小では朝の読み聞かせボランティアを募集しています。
読み聞かせに興味のある方は、どうぞ担任までお知らせください。

