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『まほうのことば』
校長 木戸 恒徳

４月１９日（木）・２０日（金）は『授業参観』でした。たくさ
んの保護者の皆様に参観していただきました。ありがとうございま
す。進級したお子様、入学したお子様の"わずか数日での成長"に驚
かれ、喜ばれ、誇らしく思われたのではないでしょうか。
今、校長室の前に、【成文小に響け！『まほうのことば』】をスロ

ーガンにして、『おはよう』『こんにちは』『さようなら』『ありがと
う』の４つの『言葉』を掲げています。お気づきになられた保護者
様もおられたのではないかと思います。
成文小学校の校長として３年目を迎え、私は、『おはよう』『こんにちは』『さようなら』

『ありがとう』の声が、これまでにも増して学校に響き、子どもたちが、日々『笑顔』で
楽しく過ごす学校にしていきたいという『夢』を想い描いています。この想いを、“年度
始め”に教職員に表明し、４月９日の始業式で、２年生～６年生に“I have a dream.〔ｱ
ｲ ﾊｳﾞ ｱ ﾄﾞﾘｰﾑ「私には夢がある」〕”として『夢の実現』に協力してほしいとお願いし、
４月１０日の入学式で、新１年生に“たくさんのお友だちと楽しい小学校生活が過ごせる
ようになる”『まほうのことば』として紹介し、自分から進んで声を掛けましょうと呼び
かけました。
子どもたちは、意外としっかりと『おとな』の言動・仕草を見ているものです。『おは

よう』『こんにちは』『さようなら』『ありがとう』と、優しくさらりと語り掛け合ってい
る姿に、日頃からいっぱい触れると、子どもたちは、おのずと、『おはよう』『こんにちは』
『さようなら』『ありがとう』と声掛け合える子になってくれると思います。子どもたち
がより豊かな学校生活・社会生活を手に入れることを願っての“dream〔ﾄﾞﾘｰﾑ「夢」〕”の
実現に向けて、学校・家庭・地域が一丸となって取り組んでいくことができれば幸いです。
『まほうのことば』に『ごめんなさい』を加えたらいいのに…と素敵な助言をしてくれ

た子がいました。『ごめんなさい』の重みを知っている子だな…と思う“瞬間”でした。
自分に“まほう”を掛け、自分を“よりよい方向に導いてくれる”『まほうのことば』を
それぞれが見つけ、“壁〔現実〕”を乗り越えていく力を鍛えてくれることを願っています。

４月では、２６日（木）から１年生にも『給食』が始まりました。
馴れない給食の準備に戸惑いながらも、笑顔いっぱいに、美味しく
給食を味わっていました。２７日（金）には、“一年生を迎える会”
がありました。６年生と一緒に入場してくる１年生は、小学生にな
った自信に満ちて輝いていました。全校児童での楽しい交流の時間
になりました。

※学校通信『４月号』裏面の『職員組織』で、［主幹マネジメント加配教員：川口智子］
が抜けておりました。お詫び申し上げます。

【定期健康診断】

４月から６月にかけ
て、学校保健安全法の規
定により、尿検査、視力
検査、聴力検査、内科検
診、心電・心音図検査、歯科検診、耳
鼻科検診など、さまざまな健康診断を
予定しております。児童の心身の健康
に向け、検診の結果、受診の必要な場
合はお知らせをしますので、早めに受
診・治療をされますようお願いいたし
ます。
なお、受診された後には、受診済証

の提出をお願いいたします。

【６月の主な行事】
１日（金）体育大会準備
２日（土）体育大会
３日（日）体育大会予備日
４日（月）代休日
７日（木）歯科検診
８日（金）３年校外学習
１４日（木）代表委員会
１８日（月）朝会
２２日（金）プール清掃
２６日（火）水泳指導開始
２７日（水）クラブ活動

H29.5H30 ５月

日 曜日 主な行事 日 曜日 主な行事

1 火 視力検査（３年）　　家庭訪問 16 水 クラブ活動　眼科検診（全）　避難訓練予備日

2 水 視力検査（2年）　　家庭訪問 17 木 聴力検査（２年）　　チャレンジタイム

3 木 《憲法記念日》 18 金 聴力検査(1年)　内科検診（２・３年）

4 金 《みどりの日》 19 土

5 土 《こどもの日》 20 日

6 日 21 月 校外学習予備日（１・２年）

7 月
内科検診（１年・さくら）　なかよし集会
歩行訓練　自転車教室　諸費引落

22 火 内科検診（5年）　尿再検査

8 火 尿1次追加　視力検査(１年) 23 水 委員会活動　聴力検査（さくら）

9 水 委員会活動　体力テスト（5・6年）　心臓検診（1・4年） 24 木 耳鼻科検診（さくら・１～４年）　チャレンジタイム

10 木
代表委員会　避難訓練　視力検査（さくら）
チャレンジタイム

25 金

11 金 聴力検査（５年）　校外学習（１・２・４年） 26 日

12 土 27 日

13 日 28 月

14 月
朝会　聴力検査（3年）　体育大会練習開始
クリーンデー

29 火

15 火 授業参観5h　ＰＴＡ総会6h　諸費引落 30 水 耳鼻科検診（５・６年）　

31 木 チャレンジタイム



【カウンセリングのご案内】
今年度も、経験豊富なスクールカウンセラーさんが成文小学校に配置されることになり

ました。成文小学校に来るのは、月２回です。
子どもの発達や性格など心配な面がある保護者の方。友だちや先生との関係について悩

んでいるお子さま自身の相談にも応じます。「なんとなく毎日しんどいなぁ」「楽しくない
なぁ」「うちの子は学校で大丈夫かな…」と感じている方は、ぜひ一度カウンセラーとお
話に来てください。問題の解決・克服を一緒に探します。
※カウンセリングを希望される方は、担任か教頭に予約を入れてください。

＊曜 日：毎週第一、第三火曜日（行事によってお休みの日もあります）
＊時 間：９：００～１６：００
＊カウンセラー：戸田 弘子（とだ まさこ）

・乳幼児健診から高校生に至るまで、子どもの様々な悩み・相談に乗って
いる『臨床心理士』です。よろしくお願いします！

【４／２７“一年生を迎える会”】
『一年生を迎える会』は、温かく和やかな雰囲気の中、西村咲姫児童会長の立派な挨拶

で始まりました。終始笑顔一杯の１年生は、２年生の激励の言葉と真心こもったプレゼン
トを首にかけてもらって大喜びでした。

２年生から、お祝いのことばと
アサガオの種をプレゼントして
もらいました。

どんな楽しいことがあるのかな？
手をつないで仲良く入場です。

ひな壇にかわいい１年生が勢揃いで
す。笑顔で着席です。

児童会の皆さんが、とっても楽しい問題を
４つも考えてくれました。

西部１―① （６年）迫 爽 １年間、お世話になる班長さ

西部１－② （６年）濱本 理空 んたちです。副班長さんと協力

西部２－① （６年）磯本 誠 して、集団登校を進めてくれま

西部２－② （６年）井上 聖菜 す。並んで登校できているか

西部２－③ （６年）下江 楓月 な？ 仲良くできているかな？

中部１―① （６年）宮島 崇彰 工事が始まった所はないかな？

中部２－① （６年）山口 華稟 等々、気遣いが大変ですが、成

中部２－② （６年）藤原 愛心 文小学校のお兄さん・お姉さん

中部２－③ （６年）神田 健志 として、頑張ってくれています。

紫光苑 （５年）木下 陽彩

南部１―① （６年）横林 有 この集団登校は、成文小学校

南部２－① （６年）皆木 涼馬 の伝統・成文小学校の自慢のひ

南部２－② （５年）宮宗 寧音 とつです。今の４・５・６年生

東光１－① （６年）丸山 奈ノ葉 も１年生の時は、上級生にお世

東光１－② （５年）清岡 早那 話になったことでしょう。順送

東大島１－① （６年）鈴木 心結 りですね。

東大島１－② （５年）森本 千明 ただ、子どもたち同士のこと

中山１―① （５年）眞野 匠平 です。もめ事があるかもわかり

中山１－② （６年）中村 莉音 ません。保護者の皆様方も、班

本田１―① （５年）豊田 淳子 長さんたちをぜひ、応援してや

本田２―① （４年）前田 叶夢 っていただきたいと思います。

本田４－① （５年）宮本 青 よろしくお願いいたします。

本田５―① （６年）中村 源太郎

本田５－② （５年）金城 堅匠

【４／２５“創立記念日”】
４月２５日（金）は、成文小学校の創立記念日

でした。
満６３歳です！！
本校は、両親、祖父母も成文小学校出身の方が

多いようで、夕飯時など成文小学校の話題で盛り
上がることもあるようです。

集団登校班の班長さんです！




