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「伝統を受け継いでいくこと」
副校長 中里 満晴

書き初め展に多数ご来校いただき、ありがとうござ

【２月行事予定】
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ご参観をいただき、ありがとうございました。３時間
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目から「獅子舞の会」を若草学級主催で行いました。
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・６年生を送る会 ・お別れ給食会
(入学前プログラム②)
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２月は、今まで全校の中心として活躍してきた６年
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生から５年生への引き継ぎが始まります。東戸山小学
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・全校朝会
・保護者会(4～6 年)15:00～15:45
・２分の１成人式(4 年)
・クラブ発表④
・クラブ⑫
・保護者会(1～3 年)15:00～15:45
・安全指導日
・中学体験入学(6 年)

いました。子どもたちの力強く迫力のある字はいかが

があふれているのが感じられました。３学期は各学年
のまとめの時期です。どうぞご家庭でも宿題などに取
組む様子を見守り、励ましていただきますようお願い
申し上げます。
１月１９日（土）の学校公開には、２８６名の方に

この会は長く続く東戸山小学校の伝統となっていま
す。太囲野会の方々が、2 学期から指導にきてくださ
り、若草の子どもたちは、「輝け囃子」や「若草三宅
太鼓」を本格的なフォームで力強く演奏しました。体
育館に響く躍動感のあるお囃子の音色は、寒さを吹き
飛ばすものでした。大江戸ダンスの子どもたちの踊り
も会場を盛り上げていました。
また、２６日（土）には若松地区青少年育成委員会
主催の豆まき大会があり、５年生２２名の年男、年女
が元気よく豆をまきました。裃をつけた子どもたち
は、凛々しい姿でした。子どもたちが住んでいる新宿
には、このように代々受け継がれている地域の伝統行
事があり、その行事を支え、子どもたちを見守る大人
の温かいまなざしがあります。

校の伝統や行事等を受け継ぎ、５年生が主体となっ
て、様々な計画・運営が行われていきます。
このようにして、学校では開校以来７０年間の歴史
が積み上げられてきました。東戸山小学校は、新たな
１ページに向けてこれからも歩み続けていきます。
[お知らせ]
１年２組担任 が、1 月 17 日から産休に入りま
した。代替教員 が、１年２組担任となります。
よろしくお願いいたします。

・安全指導日
・全校朝会
・読書期間始
・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ出前授業
「サッカー」(1･2･5 年)
・社会科見学(4 年)
・児童集会
・連合作品展見学(若草)
下校 13:10
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SC

SC
＝建国記念の日＝
・連合作品展(新宿文化センター) 終
・研究授業(算数)
下校 14:45
・クラブ発表②
・委員会
・実践報告会 15:00～
・演劇鑑賞教室(4 年) ・学年行事(5 年)
・新１年生保護者会
1・２年下校 13:10
(入学前プログラム①)
・遠足(若草)
・新１年生給食交流 (戸山第一子ども園)
・全校朝会
・地域クリーン活動②(５校時)
・社会科見学(6 年)
・新１年生給食交流 (戸山第二保育園)
・クラブ発表③
クラブ⑪
・クラブ見学(3 年)
・社会科見学(5 年)
・まなびの教室授業参観
・学年行事「みそ造り体験」(3 年)
・新１年生給食交流
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(茶々ひがしとやま子ども園)
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※２月の避難訓練は、予告なしで実施します。

２月１３日（水）(15:00～15:30)に、
「実践報告会」（会場[東戸山ホール]）を行います。
本校の生活指導・特別活動・校内研究について、報告し
ます。お忙しい中とは思いますが、保護者の方々、地域の
皆様、ぜひ、ご参加ください。

３年１組

～ 各教室から ～

3 年生から始まった社会や理科の学習。3 学期になり、
どんな学習をどのようにやっていくのか分かってきま

２年１組
学級会では、主体的に会を進め、よりよい合意形成を

した。理科では豆電球にあかりを付ける学習をしていま

しながら話し合いをしています。振り返りでは、
「協力

す。どんなものが電気を通すのか、通さないのか予想を

できるようになった。」「友達のおかげで自分のよさに

して実験しました。「金属は電気を通しそうだ。」「アル

気付いた。
」などの意見が出て、学び合うことができま

ミ缶やスチール缶なのに電気を通さない。なぜだろ

した。時には、クラスの課題を話し合い、解決させな

う？」実験を行い、更に疑問に思ったことを考え検証し

がら団結力を高めてきました。今後も、様々な体験や

ていきます。子どもたち一人一人が体験をしながらよく
考えている姿を頼もしく思います。

経験をして、大人になっても忘れられない思い出を学
校生活の中でつくっていってほしいと思います。

若草１組
「和太鼓やりたい！」初めて参加したししまいの会を

２年２組
国語の学習「詩を作ろう

見たこと、かんじたこと」

終えてそんな声が子どもたちから出てきました。若草１

では、子どもたちが日常生活にある何気ないものから

組、１０人の１年生は小太鼓を叩きましたが、上級生の

テーマを決めて、自由に想像をめぐらせて詩を書きま

姿を見て、和太鼓を叩きたくなったようです。日常の中

した。「消しゴム→白くて四角い→お豆腐」と、言葉

でも、上級生の姿を見て「同じようにできるようになり

を連想していく姿から、詩を作ることや言葉で遊ぶこ

たい」「次は新１年生に教えてあげたい」という気持ち

とを楽しんで取り組んでいることが伝わってきまし

が感じられ、本当に頼もしく思います。かっこいい２年

た。早いもので、２月・３月と過ごすといよいよ３年

生に向けて頑張る１０人を応援したいと思います！

生。一日一日を大切に、最後まで全力で駆け抜けます。
若草２組
１年１組

若草２組は、２年生５名と３年生４名の９名で過ごし

国語の学習の「お店屋さんごっこ」を学校公開です

ています。来年にはそろって中学年になるということで、

るために、準備に取り組みました。品物や看板など

３学期は「もっとお兄さん・お姉さんになる！」という

色々な準備が必要でしたが、友達と一緒に考えたり、

ことを目標に、お互いのよさを認め合い学んでいます。

仕事を分担したり、協力して物事に取り組む姿に成長

２学期にお世話を始めたヒヤシンスの水耕栽培では、

を感じました。

すすんで水替えに取り組み、３学期には花芽が出て少し

成長と言えば、字もとても美しく書けるようになり
ました。冬休みに取り組んだ「書き初め」の練習の成
果が、普段の学習に活かされていて素晴らしいです。

ずつきれいな花を咲かせ始めています。残り少ない３学
期も笑顔で仲良く過ごしていってほしいと思います。
若草３組
若草３組は４年生６人と５年生２人の８人です。獅子

１年２組
1 月 17 日より代替で、１年２組の担任を務めさせて
頂いております。よろしくお願いいたします。
この寒さにも関わらず、休み時間になると教室を飛

舞の会では司会や終わりの言葉を務めたり、太鼓を率先
して並べたり、舞台上で高学年と演奏したりと大活躍の
若草３組でした。

び出ていく姿に、毎日驚いています。学習、生活面、

最近はまっていることは、「ババ抜き」。８人そろって

共にお互いに励まし合いながら、２年生になるための

仲良く遊んでいる姿はとても微笑ましいです。来年は５

準備をしていきます。

年生と６年生！学級を引っ張っていってくれることを期
待しています。

<お知らせ>
2 月 12 日(火)に 2 月・3 月、2 か月分の給食費が引
き落としになります。今年度、最後になりますので、
未納のないようによろしくお願いします。
<お願い>
2 月 26 日(火)4～6 年、
28 日(木)1～3 年、
3 月 8 日(金)
若草学級の保護者会が予定されています。当日、出席
で通訳の必要な保護者の方は、2 月 8 日(金)までに連
絡帳で担任に連絡をお願いします。

☆ふれあい月間☆
新宿区では、６月、１１月、２月を「ふれあい月間」
と位置づけ、児童同士の友人関係や、日頃からの教員の
指導の在り方を総点検する機会としています。
この期間中アンケート調査を実施し、必要な場合はお
子様への面談やご家庭への連絡などを行い、組織的な対
応ができるようにしていきます。ふれあい月間によらず、
お子様が楽しく安全に学校生活を送れるよう努めており
ますが、特にこの時期、安心して次の学年・学校に進め
る様、ご家庭でも心配なことがありましたらぜひ学校に
ご連絡いただくなど、ご協力をお願いいたします。

