
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 街路樹の若葉が目にまぶ

しく、ほとばしる命の輝き

に満ちた季節となりました。 

美しい景色や心動かされ

る出来事に出会ったとき、人は誰かと分かち合

いたくなるものです。「どんな言葉がこの景色

にぴったりだろう？」「ただの『緑』ではなく、

この瑞々しく、柔らかな葉の様子は･･･」等々、

あれこれ頭の中で言葉を探しながら歩くのも楽

しいものです。でも、昨今はスマホでパチリと

写真を撮り「◯◯なう」とアップして、不特定

の誰かに発信する人も多いのかもしれません。

巷でよく耳にするように「今日、マジやばかっ

た！」とか、スマホの画像を見せ合い「超やば

くない？」で終わってしまうのかもしれません。

「やばい」の意味が「危険」という恐怖の意味

なのか、「かわいい」とか「きれい」という意

味なのか、「すごい」という感嘆の意味なのか、

はたまたそれ以外の意味なのか、意味の範疇が

広すぎて、耳に入ってくる会話だけではよく分

からないことも多くなってきました。大雑把な

言葉のやりとりで済んでしまう世界の危うさや

脆さを感じ、暗澹たる思いに駆られます。 

 日本語には「若葉」「萌黄」「新緑」「深

緑」･･･同じ緑でも、ニュアンスの違いが伝わ

るように、実に豊かに幾通りもの言葉がありま

す。日本の美称である「言霊の幸ふ国（ことだ

まのさきわうくに）」という言葉が示すように、

日本は古くから、言葉のもつ力を大切にしてき

た国と言えるのではないでしょうか。 

 新学習指導要領では「主体的・対話的で深い

学びの実現」が求められています。情報化社会

と言われて久しく、社会の変化が加速度的に早

くなり、新たな価値観が生まれ、次々と変革が

進む現代社会。激動の中にあって、人としての

道を誤らずに生きていくには、しっかりと自分

の頭で考えて判断する力や、他者との交流を通

して考えを修正したり、深めたりしていく思考

力・表現力が欠かせません。物事を考える時に

必要不可欠な道具は「言葉」です。その言葉が

貧しければ、おのずと考えも貧弱になります。

子供たちには、是非とも豊かな言葉の使い手と

なって大いに学び、他者と関わり合い、成長し

ていって欲しいと願っています。 

 本校では、今年度も読書活動

を推進し、子供たちに沢山の本と

出会わせたいと考えています。読書の楽しさを

知り、語彙を獲得しながら世界を広げて欲しい

と思います。でも、「言葉」は「知っている」

だけでは浅い意味でしか捉えられません。実体

験を通して獲得した「言葉」には、力が宿りま

す。また理解も深まります。空調の効いた部屋

でばかり過ごしている子の捉える「汗水流して

働く」という文章理解と、日差しを浴び、汗を

流しながら家事手伝いをした子が捉える理解と、

その深さが違ってくるのは、当然のことです。 

大型連休が間近となってきましたが、子供た

ちには是非とも様々な体験と、それを分かち合

う、家族団らんの会話の時間をもって欲しいと

願っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

  

「言
こと

霊
だま

の幸
さきは

ふ国」の民として 
                          副校長  内藤 みゆき 
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平成３０年４月２７日 

調布市立滝坂小学校 

校 長 鈴 木 祐 介 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たった１年間という短い時間ではありました

が、心に残る素敵な時間を過ごすことが出来ま

した。全ての出会いと経験に感謝致しておりま

す。滝坂小学校での経験を踏まえつつ、新天地

である埼玉県でも日々努力していきます。 

     元わかくさ学級介助員 石井 和佳 

 

 滝坂小学校では、大変お世話になりました。

桜の花も満開になる頃に、滝坂小六年生の皆様

の卒業式に参加できたことがとってもうれしい

です。給食室の皆様には、大変お世話になり、

ありがとうございました。今度は、飛田給小で

も迷惑にならないようにがんばっていきます。

お元気で！ 

         元給食調理員 丸山 幸子 

 

  新年度が始まり、「さあ、これから」という

時に滝坂小学校を去らなければならないのが、

とても残念です。わかくさ学級で過ごした２年

間で、それぞれに成長していった子ども達が、

これからも沢山の人達とかかわる中で、さらに

大きくなっていくことを願っています。今まで

本当にありがとうございました。 

   元わかくさ学級担任介助員 横瀬 瑞紀 

 

 滝坂小学校での８年間は、明るく素直で、何

事にも一生懸命に取り組む子供たちに囲まれ、

毎日が笑顔あふれる充実した幸せな時間を過ご

すことができました。また様々な場で温かく見

守り、支えてくださった保護者の皆様、地域の

皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当に

ありがとうございました。これからは少しだけ

離れた所から、子供たちの成長を楽しみに見守

りたいと思います。 

元２年１組担任 六戸 真紀 

 滝坂小ですごした３年間は、私にとって宝物

のような日々でした。クラスごとの図書の時間

や休み時間、委員会活動など、図書室に来てく

れるみなさんが大好きでした。いつかまたどこ

かで会えるとうれしいです。充実した学校図書

活動になるようにサポートしていただいた保護

者の皆様にも、心より感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

元図書館司書 木全 千鶴 

滝坂小のすてきなところ。学年を越えて仲が

良い。歌や合奏が上手！話を聞く姿が立派。ま

だまだあります。滝坂小学校で働くことができ

て幸せでした。５年生の皆さん、離れたところ

になりますが、応援しています。いつも温かく

接してくださった保護者や地域の皆様に感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

       元４年２組担任 間野目 純子 

 短い間でしたが、大変お世話になりました。  

ご支援ご協力をいただきました保護者の皆様、

いろいろとご指導をいただいた教職員の方々、

頑張る姿を見せてくれた素直で輝きのある滝坂

小の子どもたち、そしてすばらしい成長を見せ

てくれたわかくさ学級の皆さん、たくさんの出

会いに感謝します。皆さんと一緒に過ごした思

い出は忘れません。 

元わかくさ学級 石坂 光敏 

 電車の見える景色の中、色とりどりの花々が

咲き、暖かな風に包まれているような学校でし

た。過ごした時間は三年間と短いものでした

が、運動会にはじまり、水泳指導、学芸会、た

きざかタイム、八ヶ岳、宿泊学習に合同学習発

表会等、関われた子どもたちの笑顔は、私の宝

物です。ありがとうございました。 

元わかくさ学級介助員 坂西 玲子 

 市の産育代替栄養士として約１年お世話になり

ました。たくさんの方々と給食を通して出会えた

滝坂小学校の日々は、私にとってかけがえのない

ものです。本当にありがとうございました。              

           元栄養士 小谷 伸二郎 

 

 

 

 

 

小谷 伸二郎  

１年１ヶ月と短い間でしたが、たくさんの思

い出ができました。昨年度は３年２組の担任を

させていただき、子ども達と過ごす日々が楽し

く、とても幸せでした。今年度は、多くの子ど

も達とかかわることができて、とても嬉しかっ

たです。保護者の皆様、教職員の皆様、本当に

ありがとうございました。新天地に行っても滝

坂小で過ごした日々を胸に頑張っていきます。             

元統括主幹 渡部 武義 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市で教員をしていて、昨年度から東京都

へ来ました廣垣愛実です。昨年度は，調布市立

国領小学校に勤務していました。滝坂小学校の

子供たちはとても素直で、目を見てしっかりと

話を聞く姿に感心しています。子供たちの良さ

を伸ばしながら一緒に学んでいきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

         １年２組担任 廣垣 愛実 

 

 今年度より新規採用となりました藤井雅俊で

す。昨年度は、産休代替教員として八王子市立

第七小学校で勤務しておりました。滝坂小学校

の子ども達は、挨拶がよくできていてとても感

心しました。子ども達の元気いっぱいの挨拶に

毎日パワーをもらっています。子ども達と一緒

に学び、成長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。      

４年２組担任 藤井 雅俊 

 

 

 

 

   

      ４年２組担任 藤井 雅俊 

 今年度より、学校司書として勤務することに

なりました濱あかねです。今まで公共図書館等

で働いていました。本が好きな子どもたちに、

滝坂小学校の素敵なところをたくさん教えても

らいたいと思っています。楽しい図書室をつく

っていけるようにがんばります。どうぞよろし

くお願いします。    

学校司書 濱 あかね 

 

調布中学校より異動して参りました鬼塚洋子で

す。笑顔いっぱい元気いっぱいの滝坂小学校の子

どもたちから、たくさんのパワーをもらっていま

す。毎日の積み重ねを大切にして、気持ちに寄り

添っていけたらと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

わかくさ学級介助員 鬼塚 洋子 

 

 上ノ原小学校から異動して参りました宮本恵太

と申します。滝坂小学校に来てから、子供たちの

溢れる笑顔と素直な心、穏やかな雰囲気にとても

驚きました。保護者の皆様や、地域の皆様、先生

方の温かい見守りの中、健やかに育っている子供

たちの成長の一助になるべく頑張って参ります。

どうぞよろしくお願い致します。 

少人数算数指導 宮本 恵太 

 

 

調布中学校より異動して参りました浅井淳子と

申します。四年ぶりの小学校での勤務となります

が、わかくさ学級の子どもたちが楽しく学校で生

活を送れるよう頑張りたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

  わかくさ学級介助員 浅井 淳子 

 

世田谷区立武蔵丘小学校から異動してまいり

ました、藤田春菜です。始業式では、話に集中

して耳を傾ける滝坂小学校の子どもたちにとて

も感心しました。友達を認めることのできる素

直な心をもった子どもたちと一緒に、たくさん

のことを学び、より一層成長していけたらと思

っています。どうぞよろしくお願いします。 

３年１組担任  藤田 春菜 

 

 

 

 この度、滝坂小学校にて学級調理員として働

くことになりました。私は、学校給食が初めて

でとても不安ですが、今までの調理経験を生か

し、１日も早くこの職場に慣れて滝坂小学校の

皆様に安心・安全な給食を作っていきたいと思

っています。どうぞよろしくお願いします。 

          給食調理員 榊山 昭夫 

 この度、市内の飛田給小学校から参りました。

子ども達に喜んでもらえる給食づくりのお手伝い

ができるようにがんばりたいと思います。よろし

くお願いします。 

給食調理員 鈴木 真理 

 

 

 今年度は、わかくさ担任として滝坂小の子ど

もたちと過ごすこととなり、大変うれしく思い

ます。時間講師の時に、会うと「こんにち

は！」と元気に挨拶をしてくれる子どもたち

を、いつも素敵だなあと思っていました。これ

からは、「おはよう」からガッツリ一日かかわ

ります。どうぞよろしくお願いします。 

わかくさ学級担任 小林 雅代 

 

 

 

       わかくさ学級担任 小林 雅代 

 一日も早く学校に慣れ、わかくさ学級の子ども

たちと楽しく生活が送れるようにしていきたいで

す。よろしくお願いします。            

わかくさ学級介助員（巡回）木村 奈津子 

 

 



 

                       体育的行事委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月の行事予定 

月 火 水 木 金 土 
 1日 ２日 

調布市防災教育の日 

振替休業日 

３日 
憲法記念日 

４日 
みどりの日 
 

５日 
こどもの日 

７日 全校朝会 
委員会活動 
教育実習始 

（6-1，6-2） 

８日 
安全指導日 
１年生５時間授
業開始 
警察署見学（４） 

尿検査１次 

９日 
尿検査１次追加 
教員研修のため
４時間授業（全） 

１０日 集会 
交通安全教室
（１・わ１～６） 
耳鼻科検診（全） 

１１日 
避難訓練 
民生委員訪問 

１２日 

１４日全校朝会 
クラブ活動 
運動会特別時間
割始 

１５日 
教員研修のため
５時間授業（全） 

１６日 
PTA会費集金日 
 

１７日 集会 
たてわり活動 
運動会係打ち合
わせ（５・６） 
※１～４年生 

５時間授業 

１８日 
 

１９日 
 

２１日全校朝会 
運動会全校練習（朝） 

運動会係打ち合わ

せ（５・６） 

 

２２日 
運動会全校練習（朝） 

 
 

２３日 
運動会全校練習（朝） 

 
 

２４日 
 

２５日 
運動会前日準備 

（５・６） 
※１～４年生 

４時間授業 

２６日 
運動会 

２８日 
運動会振替休業日 

２９日 
あいさつ運動 
個人面談（わ） 
尿検査２次 

３０日 
ごみ０運動 
尿検査２次追加 

３１日 集会 
歯科講話 
歯科検診 
（１・４・５・わ） 

教員研修のため
５時間授業（全） 

  

※（ ）内の数字は該当学年又はわかくさ学級を表しています。 
【７月の行事予定について】 
教職員の出張の関係から、保護者会の日程が変更になる学年がありますので、お知らせします。 
６月２９日（金）６年生保護者会 シャトルラン（６年生）←変更なし 
７月 ５日（木）３・４年生、わかくさ保護者会 シャトルラン（３・４年生）←３・４年生変更、わかくさあり 
７月 ６日（金）１・２・５年生   保護者会 シャトルラン（２・５年生）←５年生変更あり  
【教職員の異動について】 
５月１日付けで東京教育委員会の人事異動がありました。渡部武義主幹教諭は、町田市立小山小学校副校長

に昇任異動いたします。 

滝坂小学校運動会 

 

日時 ・・・５月２６日（土） 午前８：３０～午後２：３０（予定） 

２６日（土）が雨天の場合：２７日（日）に順延 

２７日（日）も雨天の場合：２９日（火）以降に順延 

さわやかな春の風とともに、滝坂小学校の校庭では、元気よく一生懸命走る子供たちの姿が見られます。６年

生が学校の代表として、「最後まで努力と絆で勝利をつかめ」という運動会のスローガンを考えました。少しず

つ運動会に向けた準備を進めている様子に、当日の光景が目に浮かび、今から胸が踊る思いです。 

運動会を通して運動の楽しさや喜びを味わうとともに、もてる力を十分に発揮し、体力の向上を図っていきま

す。また、本番を含めその練習の過程においては、自主性や友達と協力する態度の育成も目指すとともに、児童

の健康面や安全面にも十分配慮して指導にあたります。 

これからの約一ヶ月間、練習時間が多くなり体力的にも疲れが出てきます。ご家庭でも体調管理にご配慮いた

だければと思います。また、体育着の洗濯や汗拭きタオルの準備などもお手数ですがよろしくお願いいたしま

す。 

精一杯練習に取り組み、本番では“ベストを尽くす！”子供たちの練習の成果をどうぞお楽しみに。ご家庭で

の励ましと、当日の盛大なるご声援をよろしくお願いいたします。 

今年度もクラスの中で赤組と白組の２組に分けて実施します。お子さんが何組になったのか各学年便り等でお

知らせしますので、ご確認ください。 

 


