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 体育館から響く子供たちの声や演奏に耳を傾けながら，外で我が子の学年の順番待ちをした学習発表会，

皆様いかがでしたでしょうか？中止や延期が重なるコロナ禍での開催に，安全面を考慮しながらも子供たち

の成長を肌で感じる機会をくださった先生方に，心から感謝いたします。 

PTA として今年度より実施予定だった親子参加型授業参観は，コロナウイルス蔓延の時期に重なり，やむ

なく中止となりましたが，その後ハードル選手の大朝尚子さんをはじめ，様々な分野の講師の方々をお招き

し，子供達が直接学ぶ機会を得ることができました。次年度は，親子で学ぶ機会が得られるよう，コロナウ

イルスの終息を願うばかりです。読み聞かせやわくわくタイムなど，地域の方々の活動も，コロナ対策をし

ながら再開しはじめ，子供たちを見守る目が，学校にも少しずつ戻ってきました。工夫をしながら，子供た

ちのために活動してくださっている皆様に，改めて感謝申し上げます。 

さて，子供たちは待ちに待った冬休みとなります。公園やお友達の家での過ごし方やＳＮＳの使い方など

を，ぜひご家庭で話し合っていただき，楽しい冬休みを過ごしていただければと思います。また冬休み明け

に，元気に登校する姿を楽しみにしております。 

会長 岩田 友美 

地域ぐるみ郊外指導 

去る７月２０日に危険箇所巡視・地区巡視・こども 110 番のいえ挨拶まわりを健全育成委員会，先生方，

根白石交番から 2名，ＰＴＡ本部役員で地域ぐるみ郊外指導を行いました。 

当日は，グループに分かれそれぞれ地域内を巡視し，危険箇所がないか，また，放課後子供たちが安全に

遊んでいるかを確認しました。夕方とは言え，とても暑い日でしたので，あまり外で遊んでいる子供たちは

見受けられませんでした。危険箇所も古い注意看板を新しいものに変え，見やすくしました。暑い中，参加

された委員の皆様，地域の皆様，ありがとうございました。 

学校運営協議会 

8月に小学校 PTA活動紹介，10月に中学校の授業見学と中学校 PTA活動紹介，11月に小学校の授業見学が

行われました。委員の皆様からも様々な御意見を伺いましたので，内容を抜粋し保護者の皆様にお伝えした

いと思います。 

◆小中共に，スマートフォンの利用時間が仙台市平均より長く，勉強時間が短い中で，学力の向上が今後

の課題である。特に，長文の出題文を読み解くことが苦手な傾向が見られ，小中 9年間を通した，読む

力の育成を目指す必要がある。 

◆タブレット学習や，教材としてユーチューブなどが活用されはじめ，デジタル化が進む中で，人間教育

•社会性をどのように育てるか，本来のコミュニケーション能力の低下が懸念される。 

◆SNS の利用やコミュニケーションツールでのトラブルなども見られ，技術的な問題は学校保護者間で共

有していくことが必要である。 

◆地域性もあり，高 1 ギャップを感じやすく，高校生になってから困難を感じる子供が少なからずいる。 

◆自己肯定感の向上が子供たちには必要であり，自己肯定感を育む上で，自分を大切にするために相手を

蔑ろにすることなく，共に尊重し大切にしていけるよう，成長を見守る必要がある。 

保護者の皆様には，ぜひ意識して，お子様のお話に耳を傾ける時間をつくっていただき，子供たちが何を

感じ，何を考え，どうしていきたいか，気持ちの共有ができるような家庭環境をつくっていただきたいと思

います。 

次年度も継続して，PTA 便りを通して情報発信を行いますので，ご一読いただき，考えるきっかけにして

いただければ幸いに存じます。 

 

令 和 3 年 1 2 月 吉 日     

仙台市立住吉台小学校ＰＴＡ 

会 長  岩 田  友 美 



親子参加型授業参観 

各学年委員で親子参加型の授業参観を企画しておりましたが，感染症蔓延防止のため中止となりました。 

代わりに 11 月にハードル走で元日本記録保持者の大朝尚子さんを招き，ハードル走の跳び方と道徳の授

業をしていただきました。子供たちは熱心に話を聴き，目をキラキラさせ教室に参加していました。活躍さ

れた方のお話を直接聴き授業を受けられるということは，子供たちにとってとても貴重な体験となり，今後

の生活に活かされていくことでしょう。 

防犯ボランティア懇談会 

12月 7日に，住吉台連合町内会会長，学校ボランティア防犯巡視員，コンパス住吉台，住吉台中学校，住

吉台小学校，住吉台小学校 PTA による防犯懇談会が開催されました。 

前回の懇談会よりも子供たちに対するお褒めの言葉が多く，保護者の皆さまにも直接お聞かせしたくなる

ような，あたたかい有意義な時間を過ごすことができました。明るい表情や元気な挨拶が特に褒めて頂けた

点なので，これからも地域と学校と保護者間での連携を図り，子供たちの心身の健康を守っていきたいと再

認識致しました。 

そして，下記 3点につきましては，今一度保護者の皆さまにもご確認頂きたい協議内容となりましたので，

お子様と一緒にご確認下さい。 

・自転車が軽車両扱いであること。（歩道を使う歩行者の安全確保） 

・自転車使用時のヘルメット装着の推奨。（令和 3年から装着の努力義務が発生しています） 

・通学路での車両スピードの減速のご協力。 

今年度は子どもたちが関わる大きな事故もなく過ごすことができています。住吉台地域に住む皆さま全員

がこれからも安全に暮らせるよう，引き続きご協力をお願い致します。 

第３回運営委員会について 

12月 10日（金）に 第 2回運営委員会が開催されました。承認された主な事業企画と報告内容は以下の通

りです。 

学年委員会 

学年 事業企画内容・事業報告 実施日 

1学年～5学年 親子参加型授業参観（中止） - 

6学年 親子参加型授業参観（中止） 

6年生の卒業を祝う餅つき会（事前準備 12/13） 

- 

1月 14日 

専門委員会 

学年 事業企画内容・事業報告 実施日 

研修・保体 親子参加型授業参観（中止） - 

健全育成 健全育成だよりの発行 

No.1：公園巡視と危険個所巡視の報告 

No.2：第一回健全育成協議会の報告 

7 月発行(済) 

地域ぐるみ 地区巡視 7 月 20 日(済) 

登校指導アンケート 1 月中 

第二回健全育成協議会 2 月 14 日 

広報 「あゆみ」掲載写真決め 1 回目 7 月 20 日(済) 

「あゆみ」掲載写真決め２回目 7 月 28 日(済) 

「あゆみ」仕分け作業・配布作業 10 月 4 日(済) 

PTA フェスティバル内容決め 9 月 27 日(済) 

PTA フェスティバルホームページ用パネル作成 10 月 5 日(済) 

広報委員作成のパネルは下記の URLからご覧になれます。 

https://festival.pta-sendai.gr.jp/wp-content/uploads/2021/10/i_s_sumiyoshidai.pdf 

https://festival.pta-sendai.gr.jp/wp-content/uploads/2021/10/i_s_sumiyoshidai.pdf


各委員の皆様，お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。 

 

※第 4回運営委員会は 3月 4 日（金）です。 

※企画書・報告書の提出は 2 月 25 日（金）が締め切りとなりますので， 早めの提出をお願いいたします。 

 

 

住吉台地区の信号機や横断歩道の変更 

去年，歩行者と自動車が接触する重傷交通事故が発生しました。そこで県警と地域などによる協議の結果，

下記 3箇所で整備が行われることになりました。 

① 郵便局前の信号機 →  歩車分離式信号機へ変更（1月中旬） 

②小学校南側，森文具さん付近の信号機 → 信号機の撤去・標識等の新設 

（2 月上旬：信号機点滅運用／下旬：信号機撤去，横断歩道予告ダイヤマーク・横断歩道標識の新設） 

③西 4丁目集会所前交差点 → 横断歩道の導入（4月上旬） 

変更直後は一時的な混乱が生じる場合がありますので，お子様と一緒に安全の確保についてご確認頂きま

すようお願い申し上げます。また，車両の脇道への通り抜けなどの危険性についても確認していただきます

よう，重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

※１月中旬に変更される郵便局前の信号機 

歩車分離式： 

横断歩道を渡るには押しボタンを押してください。 

歩行者用信号が青信号になっても車両用信号は赤信号のままです。信号機を確認して青になってから進

むようにしてください。 

 

PTA メンバーコラム 

《PTA だより No.2》から始まった本部役員リレーコラムの第２回目です。前回は２名でしたが，今回はドドーンと４名の掲

載となります！ 

 

PTA メンバーコラム No.3  ⇐前回からの続き 

PTA本部書記の松藤です。 

気付けば，あっという間に 12月ですね。毎年言っていますが一年が恐ろしく早いです。 

皆さん，今年はどんな年でしたか？ 

私は振り返ると色んな初挑戦をした 1 年になりました。年明けすぐに着付け教室に通い始め，今は自分で着物を着られ

るようになりました。家の古い箪笥に眠っていた着物や帯も引っ張りだして練習していたら，気付けば 1 年経ちました。今月

からお客様に着付けできるようになるための授業が始まったので，来年 1年もまた挑戦の 1年になりそうです。 

私は今 30代ですが，10代と 20代過ごしてきて，今が一番アグレッシブな精神で過ごしている気がします。小学生の時

は興味があることでもなかなか挑戦できずにいる性格だったので，後から「やっぱりやっておけばよかった」と思うことも多

かったです。 

小学生の時はスラムダンクにはまり，スポ少でバスケを始めたい！と思いつつ，結局バスケは始めませんでした。今だった

ら絶対やっています。かっこよくシュート打てるようになるまで練習しますね。 



去年はコロナで中止となっていた行事が，今年少しずつ復活した年でもありました。 

久しぶりに子供たちの元気な姿を見る機会が増えて「たった 1 年でこんなに成長するのか！」と驚いてばかりです。先日の

発表会で踊る娘の姿を見て，ジャージがかなり短くなっていたことにも驚きました。毎日見ていても，気づくと身長がぐんぐん

伸びていて，あっという間に抜かされそうです。 

年々「この子たちには，色んな可能性があるんだな」と子供たちの姿がどんどん眩しく見えますね｡ 

来年度は子供たちにとっても，素敵な思い出が増やせるような 1年になることを願います。 

書記 松藤 

 

PTA メンバーコラム No.4 

今年度より会計を担当させていただいております，熱海(あつみ)と申します。1年生と 3年生に子どもがおりますが，PTA 

の仕事で学校へ行くと，嬉しそうに手を振ったりしてくれるのが私もとても嬉しく感じています。実は私，これまで子ども関係

の役員経験が全くのゼロでして，いきなりの本部への参加です。そのきっかけをここで少しお話したいなと思います。 

昨年，上の子の 2 年生生活科単元での町探検にお手伝いとして参加しました。子どもたちは実に色々な立場の大人の

方に支えられ日々守られ成長しているのだ，ということをそこで実感しました。直接子どもたちに接することで，わが子がかわ

いいのは勿論ですが，わが子以外のちびっ子たちみんなも，なんて素直でかわいい子たちなんだ~~!!...，とひとり感激感動

した訳です。そんな事もあり，地域の子どもたちのため微力ながら，自分にも何かお手伝いができればなあと思ったのがま

ずひとつ。 

そしてもうひとつ。私は住吉台に住み始め今年で 7 年になるのですが，引っ越してきた当初，いきなり町内会の班長が回

ってきて非常に困惑した記憶があります。知らない人たちばっかりだしまだ何もわからないし，どうしよう...と思って及び腰だ

ったのですが，やってみたら意外と楽しい。何より，顔を覚えてもらえて声をかけてもらったり，気軽に挨拶や話ができるように

なったのがとても嬉しかった事を覚えています。新しいことにも思い切って飛び込む勢いも大事だなと感じた経験を思い出し，

本部をやってみようと思った次第です。 

生きていく上でこういう人達との縁ってお金では買えない本当に大切なもので，わが子たちにも小さい頃から人とのつな

がりを大事にして欲しいし，大人になってもそうあり続けてほしいと個人的に考えています。今こうして役員として活動してい

て，人と人とのつながりのかけがえのなさや重要さが，日々よく分かる思いです。未経験で何もわからない状態だった私にも

本部役員の皆さんは大変優しく，先生方も，地域の方々も，いつも笑顔で接していただけるので，あたたかい気持ちで安心

して活動できています。PTA ってなんだかとっつきにくい，閉鎖的な存在であるようなイメージを正直私も抱いていたりしま

したが，入ってみて印象がガラッと変わりました。何より雰囲気が良く，皆がそれぞれできることを無理のない範囲で協力し

ながら，楽しく活動できることが住小 PTA のとっても良いところだと思っています♡  

会計 熱海 

 

PTA メンバーコラム No.5 

はじめまして。書記の森合です。 

突然ですが私はマンガ，アニメ，ゲームが大好きです。 

先日所持している本の一覧を作成したところ，マンガ本だけでも約 4500冊ありました。こつこつ集めていたらいつのまに

か中古の車なら一台買えたかもしれない金額を使っていたようです。 

さて，面白いマンガはとてもたくさんありますが， 

今回は ・完結済み ・30巻前後 ・小学生が知らなそうなちょっと古いマンガ に絞ってオススメのマンガを紹介します。 

・鋼の錬金術師 全 27巻 作者：荒川弘 出版社 : スクウェア・エニックス １巻の発売日：2002/1/22 

 超ざっくりなあらすじ： 

  「錬金術師」の兄弟エドワードとアルフォンスは死んでしまった母を生き返らせるため，禁忌とされている人体錬成を行う。

しかしその結果は，母は生き返らず，兄のエドワードは左足を，弟のエルリックは全身を失った。 

  一人取り残されたエドワードは自分の右腕を犠牲にして「弟の魂だけ」を錬成。その後エドワードは右腕・左足が鋼の義

手になり，弟は中身のない鎧の姿になって生きることに。すべてを取り戻すために２人は旅にでるが，やがて国家規模の陰

謀に巻き込まれていくというストーリー。 



 全世界シリーズ累計発行部数 8000万部を超える大人気作品です。実は今年は連載開始から 20周年目だそうです！ 

 とにかくストーリーがとても面白いです！！最後まで一気に読めば見事な伏線回収にぞくっとするかもしれません。 

 少年漫画らしくバトルあり，笑いあり，涙ありで，恋愛要素もちょっと入っています。書いていてまた読みたくなりました。おす

すめです。 

・暗殺教室 全 21巻 作者：松井優征 出版社：集英社 １巻の発売日：2012/11/2 

 超ざっくりなあらすじ： 

  学校の落ちこぼれが集められているクラス３年Ｅ組に，突然地球の破壊を予告するタコのような形をした謎の生物（殺

せんせー）が担任教師としてやってきた。生徒たちは殺せんせーの暗殺任務を極秘に政府から託され，日々暗殺を実行

するというストーリー。 

 物騒なタイトルですね。暗殺なので銃や刃物が出てきますが，全然物騒ではありません。 

 むしろ殺せんせーが教えてくれることは毎回心が打たれます。 

 殺せんせーは生徒の悩みをしっかりと受け止め，優しくかつ現実をふまえて背中を押してくれます。私も殺せんせーに教

わりたかったなと思います。殺せんせーの教えは親としても参考になるかもしれません。 

 実は終盤まで読むと，もう一度最初から読みたくなる「仕掛け」があります。連載当時はネット等で話題になっていたよう

ですが私は最後まで気づけませんでした。 

・女王の花 全 15巻 作者：和泉かねよし 出版社：小学館 １巻の発売日： 2008/8/26 

超ざっくりなあらすじ： 

  舞台は古代の国・亜。正室の娘・亜姫と，奴隷・薄星の身分の違う恋と葛藤，成長を描いた物語。 

  正室の姫であるにも関わらず，もう 1人の王妃から虐められ，盗人のような生活を強いられる亜姫。それでも強くたくまし

くまっすぐ生き抜く亜姫とどこまでも一緒に生きてくれる薄星。たくさんの人に出会い，助けられ己の生きる道を模索し苦しみ

ながらも成長していくストーリー。 

 初めて読んだときには涙があふれて止まりませんでした。複雑で繊細に作りこまれたストーリーは読むほどに引き込まれま

す。歴史的要素，人種差別，戦争，政治，恋愛など要素がもりだくさんで濃いですが，とても美しくて切ないお話です。亜姫も

薄星もとても素敵です。男女問わずオススメです。 

今回紹介したのは本当にごく一部です。他にも面白いマンガはとてもたくさんあります。他の方のオススメも知りたいです。 

マンガは素晴らしい日本の文化です。現代日本に生まれて本当に良かったと日々思います。 

ぜひ読んでみてください(^^* 

書記 森合 

 

PTA メンバーコラム No.6 

日々あっという間に過ぎていく今日この頃。気付けばもう 12月。年々体力の衰えが激しくなってきている副会長の笹本で

す。 

結婚とともに宮城県に引越しをしてきて 21年。あと数年で生まれ育った所よりも宮城生活が長くなります。最初は大崎

市で 6年住んでいました。冬の朝，社宅の玄関のドアが寒さで凍って開かなかった時は驚きました。その後，宮城野区に移

り 10年。そして５年半ほど前に住吉台に移ってまいりました。宮城ってなんて寒いところなんだ！と以前は思っていましたが，

今では雪掻きでいかに綺麗に仕上げるか，一人で出来栄えを見て楽しんでいます。 

私は住吉台の景色が大好きです。中央公園から見える泉ヶ岳。四季折々の姿を見せてくれるバス通り。あちらこちらにあ

る木々は，春は桜，初夏はヤマボウシ，秋は落葉樹の紅葉。そして冬は雪を付けた枝。どれも大きな空に映える自然の絵のよ

うです。天気の良い夜には満天の星。疲れた身体や気持ちをリセットしてくれます。たまに息子と天体観測をしたり，木の実

を拾ったり，虫を探しに行ったり・・・。（ちょうど数日前，ふたご座流星群を息子の部屋の窓から拝むことができました） 

季節感を肌で感じながら子育てができるところがとても気に入っております。息子は学校帰りに葉っぱやら虫やら石ころ

やら・・・。いろんな物を拾ってきてくれますが，これまた四季を感じられる物ばかりです。 

さて，私が小学校一年生だった頃，ある問題が起き連帯責任でクラス全員が怒られていた時，担任の先生に『自分がさ

れて嫌なことは，絶対に人にしてはいけない』と言われた言葉が〇十年経った今も鮮明に思い起こされます。娘と息子には，

行動をする前に一度考えるようにと事あるごとに言うようにしています。まだ，考えと行動が同時に出てしまう年代なのかもし



れませんが，相手の気持ちを考えて行動できる優しい大人になって欲しいと思っています。子育ての相談をしたい母は結婚

前に亡くなり，聞く事ができません。でも，聞いたとしても子育ての正解はそれぞれで，答えはきっと自分が死ぬ時までわから

ないのだろうなぁと思っています。 

ひょんな事から本部の仲間入りをさせていただいたことで，優しいみなさんに出会い，子育て談義を聞き色々と参考にさ

せてもらっています。（心強い！） 学校に行く機会も以前より増え，子供の様子をこっそり覗けるのが楽しみです。 

住吉台小学校には子供たちを支えて下さっている先生方や地域の方々がたくさんいらっしゃいます。安心して子供を送り

出す事ができる環境を多方面から作ってくださり，日々感謝しております。 

                         副会長 笹本 
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