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学校便り 

 
  平成３０年 １月 ９日 

新宿区立東戸山小学校 

   校 長  川崎 勝久 

No.９  

【１月行事予定】 
 7 日  ・冬季休業日 終  

 8 月  ＝ 成人の日 ＝  

 9 火 B時程 ・始業式 （給食なし）  下校 12:10  

10 水  
・給食始  ・安全指導 

・身体計測(4～6若) 
 

11 木  
・新宿区学力定着度調査(2～6) 

               （1・2校時） 
 

12 金  ・身体計測(1～3)  ・避難訓練 SC 

13 土          

14 日                                     

15 月 B時程 
・全校朝会   ・展覧会会場準備始 

・漢字検定⑤      ・委員会 
SC 

16 火  

・社会科見学(4) 

・特別支援学級連合作品展始（～1/28） 

[損保ジャパン１階] 

・新 1年生給食交流 

   （茶々ひがしとやま子ども園） 

SC 

17 水 B時程 ・児童集会       下校 13:10  

18 木  ・獅子舞の会 10:40～12:15  

19 金  
・書き初め展始（～2/3） 

・たてわり班遊び⑨ 
SC 

20 土 
特別 

時程 

・道徳授業地区公開講座[３・４校時] 

（給食なし）下校 12:05 
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ体験(1・2) 

・学年行事みそ作り体験(3) 

 

21 日   （小Ｐ連 卓球大会）  

22 月 B時程 
・全校朝会   ・クラブ⑪(5校時) 

・展覧会作品搬入始 
SC 

23 火  

・プラネタリウム(4) 

・研究授業(若草 浅野ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

他学級は下校 13:10 
SC 

24 水  
・運動朝会 

・薬物乱用防止教室(6) 
 

25 木  ・特別支援学級連合作品展見学(若草)  

26 金   SC 

27 土  (出世稲荷神社 豆まき大会)  

28 日  ・特別支援学級連合作品展終  

29 月  ・全校朝会（放送朝会） 下校 14:40 SC 

30 火   SC 

31 水  ・展覧会前日準備  

2/1 木  ・展覧会（児童鑑賞日）  

2/2 金  ・展覧会（保護者鑑賞日①） SC 

2/3 土  

・展覧会（保護者鑑賞日②） 

・学校公開  ・書き初め展終 

      （給食なし）下校 11:35 
 

2/4 日    

2/5 月 B時程 ・放送朝会・展覧会片付け・委員会 SC 
 

「体験的な特色ある活動の推進」 

校長 川崎 勝久 

新年明けましておめでとうございます。保護者・地

域の皆様、昨年は本校教育活動の推進のため、ご支援・

ご理解をいただき心より感謝申し上げます。新しい年

を迎え、教職員一同気持ちを新たに「仲間とともに、

生きる力を身に付け、充実感を体感する学校」を目指

し、全力をあげてまいります。本年もどうぞよろしく

お願い致します。 

 今年も２、３日の箱根駅伝をはじめ、お正月には様々

なスポーツの大会が行われ、観られた方も多かったと

思います。２月にはお隣の国、韓国平昌で冬季オリン

ピックが開かれ、日本勢の活躍が期待されています。

まだまだ先のことと思っていた２０２０東京オリンピ

ック・パラリンピックもあと２年後になってきました。 

ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、２０

２０東京オリンピック・パラリンピックのマスコット

は、全国の小学生の投票で決まることになりました。 

東戸山小学校でも、学んできたオリ・パラの理念や

大会マスコットの役割等をもとに各学級で検討し、投

票を行いました。アのキャラクターについては、ロゴ

と同じ市松模様や日本の機械産業をアピールしてよい

等。イのキャラクターについては、山などの自然を感

じる。炎は人が大切にしてきたもの等。ウのキャラク

ターについては、身近な親しみ感がある。日本古来の

感じがよい等。各学級で様々な意見を出し合いながら

キャラクターを決め、投票しました。最終的な結果は

２～３月に発表されますが、子どもたちは、自分たち

が選んだキャラクターが選ばれるかどうかを楽しみに

しています。 

今回の投票で大事なことは、子どもたち一人一人が

自分の意見をもって、実際にマスコット選びに参加し、

東京オリンピック・パラリンピックを身近に感じられ

たことだと思います。１月２０日の道徳授業地区公開

講座においても、パラリンピック金メダリスト、ブラ

インドサッカー元日本代表の葭原滋男様に来ていただ

き、ご講演していただくとともに１、２年生はブライ

ンドサッカーの体験も行う予定です。 

東戸山小学校では、今年もオリンピック・パラリン

ピック教育をはじめ、体験的な特色ある活動を推進し、

子どもたちの生活を豊かにしていきます。 



 
展 覧 会 

 児 童 鑑 賞 日 ２月１日(木) 

保護者鑑賞日 ２月２日(金)・３日（土）９：３０ ～ １６：３０ 

場 所   体 育 館   （詳細は、別紙プログラムでお知らせします。） 

☆この日のために、子どもたちはひとつひとつ一生懸命つくってきました。図工と家庭科の日頃

の学習の成果をどうぞご覧ください。 

 

              展覧会担当  

書き初め展 
○１月１９日（金）から 

２月３日（土）まで 

１・２年・若草１・２年：硬筆 

３～６年・若草３～６年：毛筆 
 
 学年毎のめあてをもって、子どもたちが取り組

んだ作品を掲示します。とめ、はね、はらいなど

字形を整えて書こうと努力した子どもたちの作

品をご覧下さい。 

 
＜掲示場所＞ 
各教室前 廊下掲示板（1～５年・若草） 
職員室横 廊下掲示板（６年） 

ぜひ、ご覧ください。 

1月１８日（木）に 

「獅子舞の会」を行ないます。 

○獅子舞の会：10時 40分～12時 15分 

          （10時 30分 開場） 

          東戸山小学校 体育館 

 保護者・地域の皆様のご参観をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で本校は 62周年を迎えました。 
４年生の総合的な学習の時間で東戸山小学校の歴史について調べ、9月 21日の

開校記念集会で発表しました。 
○昔、戸山ハイツは木造の一軒家だったこと。 
○昔の校舎は三徳の向かい側にあったこと。 
○夏には千葉県の岩井海岸で臨海学校があったこと。 
○昔は牛乳の代わりに脱脂粉乳が毎日給食に出ていたこと。 
○昔は遊び道具も手作りだったこと。 
○昔は音楽室を普通教室に使うほど、児童数が多かったこと。 
○昔は、プールでつりをする、つりクラブがあったこと。 

調べていく中で多くの変化があることがわかり、子どもたちは驚くとともに、昔
から変わらないどの時も本気でがんばる東戸山の伝統に改めて気づき、そのよき伝
統を受け継いでいこうとする気持ちが高まりました。  4 年担任 石塚 篤史 

「獅子舞の会」 
若草学級担任  

 今年の若草学級は、人数が増え全員で２７名です。迫

力ある太鼓の演奏になるよう、毎日練習をしています。

その中で高学年のリーダーが下級生に教える姿がたく

さん見られ、まとまりも出てきました。演目は「輝けば

やし」「三宅太鼓」を披露します。ご期待ください。ま

た、太囲野（たいや）会の演奏、獅子舞、ヒガトピース

ターズのダンスと盛りだくさんの内容で行いますので、

保護者の皆様もぜひご来場いただき、一緒にお楽しみく

ださい。 

☆いろいろな実験で学ぼう☆ 

 私は、実験が好きです。予想して自分の考えが合っ

ているとうれしいし、違っていたらなぜなのかを考え

ることが楽しいからです。子ども達とよくやる実験の

１つに、あいさつがあります。どんな声であいさつし

たら、どんな反応があるのか。それぞれテーマを決め

て取り組みます。たとえば『大きな声で返してほしい』

ならば、『自分から大きな声であいさつをする。』とい

う結果。子ども達は、試行錯誤しながら、どのような

あいさつがよいかを自分達で学んでいきます。 

 子ども達にやさしい言葉遣いをしてほしいなら、自

分からやさしい言葉を。あいさつをしてほしいなら、

自分からあいさつを。結果はすぐに出ないかもしれま

せんが、実験してみませんか？      

（生活指導部） 

♪今月のあいさつ当番は、３年生と５年生です。♪ 

１月２０日（土）に 

「道徳授業地区公開講座」を行います。  

    テーマ『目標にむかって』 

  ○道徳授業公開: 

３校時（10時 15分～11時 00分） 

              （各教室 他） 

○講演会・意見交換会 

４校時（11時 10分～11時 55分） 

（本校体育館） 

講師：パラリンピック金メダリスト 

  ブラインドサッカー 元日本代表 

葭原滋男 先生 

  講演：「パラリンピックを通して感じたこと  

～見えない世界から見えたのは？～」 

お忙しい中とは思いますが、保護者・地域の

皆様のご参観・ご参加をよろしくお願いいたし

ます。 

詳しいことは、別紙お知らせをご覧ください。 


