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新しい時代を生きる
校長

小

西

祐

一

桜の季節が過ぎ、爽やか風が渡る頃となりました。入学・進級し
て約一ヶ月がたち、子供たちは新しい学年にもすっかり慣れた様子
です。教室や校庭には元気な声がこだましています。
さて、「令和」という新しい時代が間もなく始まろうとしています。
私たちが生きる現代は、変化が激しい時代です。ＡＩ（人工知能）をは
じめとする科学技術が目まぐるしく、グローバル化の進展など多用化す
る価値の中でよりよく生きることが求められています。そして、そのた
めには、新しい時代を生きるために必要な力を身に付けさせなければ
なりません。英語もその一つです。また、主体的に学び続けることや

↑元気よく泳ぐ鯉のぼり（地域の方からいただきました）

様々な人と協働すること、自分の思いや考えを伝えることなども大切
な力となります。
本校では、これまでこれらの力を身に付けることができるように、
様々な取組を行ってきました。主体的に学習していけるようにするた
めに、毎時間の授業ではめあてをもって学習に取り組んでいます。英
語教育については、来年度から始まる小学校英語全面実施に向けて、
昨年度から先行して実施しています。また、英語のコミュニケーショ
ンを楽しく学べるように、６年生を対象に英語で一日活動する「根岸
英語村」の取組を行ってきました。

↑1年生が作った鯉のぼりが玄関に飾られています

令和時代は、平成時代にも増して未来の予測が難しい変化の激しい時代になることは間違いありません。しか
し、どんなに時代が移り変わろうとも、貫いていかなければならない大切なものがあります。それは、相手に対す
る思いやりの心や感謝の心などの豊かな心の育成です。現実をつくるのは心です。どんなに優れた能力をもってい
ても、その使い道が分からなかったり使い方を誤ってしまったりすると、それは不幸なことになりかねません。
北海道大学の前身である札幌農学校で教鞭をとったクラーク博士の言葉、「Boys, be ambitious!」は、時代を
超えて今も私たちに人として生きる上で大切なことを示してくれます。そして、こ
の言葉には続きがあります。「少年たちよ。大きな志をもちなさい。しかし、それ
は金銭や名声など私欲を求めるものであってはならない。人としてなすべき全ての
本分に対してのものであれ。」――アメリカに帰国するときに別れ際に学生たちに
向けて投げかけたその日が、１８７７年４月１６日であったことから、この日を「
ボーイズビイアンビシャスデイ」として今も人々に語り継がれています。私は、こ
の日に合わせて先日の朝礼で子供たちにクラーク博士の話をしました。少し難しい
話ではありましたが、一人一人の自立を目指し、新しい時代を生きるために必要な
様々な資質や能力を育てながら、しかしその一方で、「何のために生きるのか」「
人生をかけて大切にしたいと思える自分自身の願いとは何か」を問い、台東区が目
指す教育の一つでもある「こころざし教育」を充実させていくことが大切であると
■ 校長 小西 祐一 書

考えています。

転出された方からのメッセージ
わずか１年という短い期間ではありましたが、根岸の子

根岸小学校では、６年間お世話になりました。勉強

供たち、そして保護者地域の皆様とともに多くの思い出を

や行事など、様々なことに前向きに一生懸命取り組む

つくることができました。子供たちと大いに盛り上がった

根岸の子が大好きでした。「あの年は、あんなことが

ボッチャ大会、ＰＴＡの皆様と取り組んだ創立145周年記念

あったな。」「この年は、こんなことがあったな。」

事業、びしょ濡れになった緑陰子供会。どれも忘れられな

と、振り返ると中身の濃い思い出がたくさん蘇ってき

い思い出です。保護者や地域の皆様そして職員の「根岸の

ます。保護者や地域の皆様にも、会うといつもにこや

子供のために！」という思いが一つになり、最高に楽しい

かに挨拶してくださり、元気をもらっていました。同

一年でした。皆様に感謝申し上げます。

じ区内の浅草小学校に異動になりました。区の連合行

前副校長

難波 誠二

事などで、会うこともあるかもしれません。これから
も、根岸小学校の応援団一員として、エールを送り続

６年間大変お世話になりました。初めての異動が根岸小学
校に決まり、不安と希望でいっぱいでしたが、素直な子供た

けたいと思います。ありがとうございました。
指導教諭
若林 廣美

ちや温かい先生方、地域の皆様のおかげで充実した毎日を過
ごすことができました。他校では経験できないような貴重な
体験を、これからの教員生活に生かしていきたいと思いま

「おっ、できた。」だったら、こんなこともできるか

す。根岸小学校の益々のご発展を心より願っております。本

も・・・。私の心を動かし、それ以上のことをやっての

当に６年間ありがとうございました。

け、驚かせてくれた根岸の子どもたち。それも、保護者の

教諭

笠松 知恵

皆様に温かく見守って頂いたからこそです。町探検などで
地域の方々の笑顔。嬉しかったです。出会えた皆様に感

７年間大変お世話になりました。右も左も分からない

謝、感謝です。ありがとうございました。
教諭
山崎 みどり

中、多くの保護者の方や先生方に支えられ過ごすことがで
きました。子供たちと一緒に学び合った教室や校庭、みん
なで作り上げた運動会、力いっぱいついたもちつき大会、
どの行事もそこで出会った方々も、全部私の人生の宝物で
す。この学校で一教員になれたのも皆様のおかげです。そ
して、私も根岸小学校の教職員、保護者、お子さんたちか
らたくさん学ぶことができました。根岸小学校の一員とし

３年間たいへんお世話になりました。
根岸
小学校の子供たち、保護者のみなさま、教職
員の方々、地域のみなさまから、たくさんの
ことを学ばせていただきました。
私も体に気
をつけて頑張ります。皆様方のご活躍、そし
て、
根岸小学校のますますのご発展を祈念し
ております。
非常勤教員
大山 等

て働けたことは私の誇りです。根岸小学校の益々のご発展
を祈念しております。本当にありがとうございました。
教諭
浦上 動太

着任して一か月が経ちました！～転入教職員の挨拶～
区内の東泉小学校から転任してまいりました副校

調布市立飛田給小学校から転入してまいりました坂

長の松田正昭（まつだまさあき）です。台東区では、

江律子（さかえりつこ）です。４年２組の担任をさせて

根岸小学校で５校目（過去４校は台東小・石浜小・金

いただきます。根岸小学校の子供たちの気持ちのよい挨

竜小・東泉小）、台東区での勤務は通算２４年目にな

拶や根岸活動に取り組む自主的な姿を見て、一緒に学校

ります。早く、歴史と伝統ある根岸小学校の副校長と

生活を送ることがとても楽しみになりました。子供たち

してふさわしい存在になれるよう、精一杯努力してま

の成長を支えられるよう努めてまいります。どうぞよろ

いります。どうぞよろしくお願いいたします。
副校長
松田 正昭

しくお願いいたします。
主任教諭

坂江 律子

葛飾区立中青戸小学校から転任してまいりました綾

初めまして。２年１組の担任をさせていただいていま

部文（あやべふみ）です。素直で元気いっぱいの３年１

す、工藤実穂子（くどうまほこ）と申します。昨年度ま

組の担任をさせていただきます。根岸小学校の子供たち

で平成小学校におりました。伝統ある根岸小学校で元気

は伝統や規律を守りながら自ら進んで取り組む姿勢を

いっぱいの子供たちと過ごすことができ、大変光栄で

大切にしていて、素晴らしいと感じています。大規模改

す。子供たちと共にたくさん学び、たくさん遊び、多く

修という大きな節目を子供たちとともに頑張っていき

の経験を重ねていきたいと思います。保護者の皆様や地

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

域の方々と協力し、子供たちを第一に考えて、精一杯努

教諭

めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
教諭
工藤 実穂子

綾部 文

４月から根岸小学校で３年３組を担任しております、
永瀬陽一（ながせよういち）と申します。
着任から、あっという間に1ヶ月が経ちました。４月
より「教師生活」が始まり、不安もありましたが、地域
の方々をはじめ、保護者の方が温かく見守ってくださ
り、とても有意義な「教師生活」を送ることができてい
ます。これからも元気に笑顔で教育活動に取り組んでい
きます。よろしくお願いいたします。
教諭

永瀬 陽一

入学して１ヶ月がたちました。
入学して1ヶ月が経とうとしています。
入学当初は緊張気味だったお子さんたちですが、今では笑顔が増え、休み時間は元気に校庭で遊んでいます。授業では、自
分の意見を発言したいという意欲にあふれ、先生の問いかけに対し、一生懸命手を挙げる姿が見られます。また、校庭で春を
探したときは、花や葉の様子、生き物の動きを見ながら、「先生見て！！」という元気な声が響いていました。
朝の支度に始まり、給食準備や根岸活動など、できることが日々増えています。
これからの成長が楽しみです。

はたらく消防の写生会
４月１９日（金）には２年生と３年生が、２４日（水）には
１年生が、「はたらく消防の写生会」に参加しました。当日は
消防士さんによる早着替えのデモンストレーションもあり、そ
の素早さに子供達も驚いていました。格好いい消防士さんの姿
に負けじと、一生懸命に画用紙に向かう子供達。「上手だね」
と消防士さんにも声をかけてもらいながら、あっという間の１
時間でした。
図工専科 越島 愛

服装について
気温が高くなる日が多くなってきました。５月は冬服で登校・下校することになっていますが、夏服移行期間まで
でも、暑い日は冬服の上着（ジャケット）を着用せず登校することも可といたします。ご家庭の判断で気温に合わせ
調節してください。
※夏服移行期間（５月２８日～６月８日）は冬服でも夏服でも可の期間です。

５月の行事予定
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即位される日

国民の休日

憲法記念日

みどりの日

５（日）

7 朝礼

8 児童集会

9

10 視力検査１年 11

こどもの日

安全指導

視力検査２年

自転車教室３年

家庭訪問・個人面談①

6（月）

委員会活動②

ＰＴＡ定期総会

自転車シミュレーター

振替休日
13 朝礼

３年

14

15 音楽朝会

家庭訪問・個人面談② 家庭訪問・個人面談③ 聴力検査１・２年

そらまめさやむき
体験２年

16

17

アルミ缶・紙パック 体育朝会（低学年） 土曜学校公開日②

心の劇場６年

回収

聴力検査３・５年

家庭訪問・個人面談④ セーフティ教室

歯科検診２・６年

20 朝礼

21

22

クラブ活動①

朝の読み聞かせ

体育朝会（高学年） スマイル班開き

避難訓練(防犯訓練) 尿検査２次

尿検査２次追加

23

４・５・６年
24
スクールバス３年

歯科検診１・３年

家庭訪問・個人面談⑤ 遠足１・２年

歯科検診４・５年
27 朝礼

28

運動会特別時程始

スマイル班遊び

運動会係活動①

18 茶道体験３年

29 児童集会

30

31

眼科検診

ＰＴＡ歓送迎会

１・４・５年

25

