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「２０１３年 年頭にあたって」 
 校長 山貝 正海 

 
明けましておめでとうございます。 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 皆様、晴れやかな希望を抱いて新年を迎えられたこ
ととお喜び申し上げます。４日の新聞には、「30 年ぶ
り日体大総合優勝 古豪復活」の活字が躍りました。
正月恒例の箱根駅伝は「襷をつなぐ」それぞれの思い
のもと、今年も数々の感動をもたらしてくれました。 
 

2013 年の年頭にあたり、２・０・１・３になぞら
えて今年の抱負を述べさせていただきます。 
 
２：着任２年目、１歩前進の学校経営の推進。 
   昨年４月に着任させていただいて以来、様々な

方々に支えられて勤めることができました。前向
きで素直な子どもたち、仕事熱心な教職員、惜し
みなく協力してくださる保護者や地域の方々、本
当に幸せな学校に赴任させていただいたと感じ
ています。２年目を迎える今年。よき伝統、校風
を守りながら、さらに充実・発展させるべく努力
していきます。 

０：「欠 席０デー」の累積増加。 
   昨年の記録を調べてみると、誰も休まなかった

日（欠席０デー）は、４月１１日の１日だけでし
た。「からだを大切にする子ども」の教育目標の
もと、心身ともに、健康でたくましい子どもを育
てながら、１日でも多く「欠席０デー」を累積し
ていきたいと思います。 

１：Only１。かけがえのない一人一人を大切に、個
に応じた指導の充実。 

   槇原敬之さんの「世界に一つだけの花」はあま
りにも有名ですが、昨年のオリンピックでは No
１を目指すことの素晴らしさや感動も伝えて余
りありました。でもやはり、学校教育の基本は「一
人一人、違う種をもつ。その花を咲かせること」
「もともと特別な Only１」にあると考えます。
子どもたちの一人一人のよさを引き出す教育を
充実させていきます。 

３：学校・家庭・地域 ３者連携のより一層の推進。 
   この９ヶ月間、教育活動の様々な場面で、保護

者・地域の方々の献身的なご支援・ご協力の場面
を数々目の当たりにしてきました。その信に応え
るべく、学校も教育活動のより一層の充実を図っ
てまいります。子どもたちの健全育成を核とした
３者の連携をさらに充実していきたいと思いま
す。 

 
歴代の校長先生をはじめ、多くの先生方の思いが託

された襷をしっかりとつないでいく思いを胸に、新し
い年をスタートして参ります。 

 

おちに１月号  

※「SC 来校」とは「スクールカウンセラー」が本校に 
勤務している日（10:00~16:45）です。 

１月の行事予定 

１月の生活目標 
 

◎きまり正しい生活をしましょう。 

・チャイムを守りましょう。 

・忘れ物をしないようにしましょう。 

・元気よくあいさつをしましょう。 

・登校時刻を守りましょう。 
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3 木
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5 土

6 日

7 月

8 火 SC来校

9 水

10 木

11 金 SC来校

12 土

13 日

14 月

全校朝会　　保護者会４～６年・若葉　　発育測定４～６年

SC来校

17 木

SC来校

19 土

20 日

21 月

22 火 SC来校

23 水

24 木

25 金 SC来校

26 土

27 日

28 月

29 火 SC来校

30 水

31 木

2月1日 金 SC来校

3 日

B

Ａ

火

B

Ａ

2 土
学校公開　　ふれあい伝統文化　　３時間授業

学校評議員会１０：４０～

16 水

あいさつ運動始

保護者会１～３年　　書き初め展終

成人の日　　育成会凧あげ

連合作品展鑑賞（若葉）

児童集会　　若葉学級４時間授業

給食始　　委員会　　席書会①

PTA運営委員会１０：００

行　　　　　　　　事　　　　　　　　予　　　　　　　　定

席書会②

育成会凧づくり

元旦

始業式　　特水時程４時間授業

席書会③

音楽朝会　　演劇鑑賞教室（５年）

いっぱいあそぼうでい　　　　　　　　　若葉連合作品展

クラブ

全校朝会　　あいさつ運動終

全校朝会　　社会科見学（５年）

体育朝会　　租税教室（６年）

特水時程４時間授業　　発育測定１～３年・若葉　　安全指導

18 金
２年学年交流５校時

冬季休業日終

15 書き初め展始　　避難訓練　　４年,５年学年交流会５校時



2013・１・８発行  （学校だより）       お  ち  に           １月号 
「携帯電話と家庭のルールづくり」 

 生活指導主任 主幹  五十嵐 義臣 
 「小学生に携帯電話をもたせる必要が本当にあるの
でしょうか？」携帯電話による様々なトラブル、いじ
めなどの入口は、“携帯電話を持たせる親”にもその原
因があるのです。(千葉県教育委員会家庭支援プログラ
ムより) 
 子どもたちにとって携帯電話は、便利な情報ツール
として身近なものになっています。その反面、トラブ
ルや犯罪に巻き込まれる危険性も増大しています。 
東京都教育庁指導部の実態調査（平成２３年度）に

よると携帯電話の保有率は小学校で４３％、持ち始め
た時期は小学校３年～中学校１年までに約２／３を占
め、約９％の小学生が何らかのトラブルを経験してい
ます。また「使い方のルールをきめている」の項目で
は、小学生の割合が低く、保護者と小学生の意識の違
いも明らかになりました。調査は、小学校の早い段階
からの指導や保護者への啓発の必要性を認めています。 

ご家庭でも、安易に携帯電話を持たせるのではなく、
その利用の仕方について十分に話し合って「家庭にお
けるルールづくり」をすることが大切になります。 
○お 思いやり、ネットの中でも忘れずに！ 

 ○ち チェーンメールは回さない！ 
 ○あ あなたを守るよ、フィルタリング！ 
 ○い いつも忘れない、携帯マナー！ 
 ○だ 大事にしよう、個人情報！ 
 ○い いけません、お店で勝手に写真撮影！ 
 ○に

席書会で書き上げた作品を、教室前の廊下に展示い
たします。是非ご鑑賞いただき、励ましのお言葉をか
けていただきたいと思います。

「4年生の教室から」 
4年 1組担任 髙橋 直樹 

4年 2組担任 入江 麻貴 

４年生の総合的な学習では、春・秋と『花いっぱい運動』に取り組みました。 
「明るい街にしたい。」「歩く人が明るい気持ちになってほしい。」「自分たちの街を花できれいにしたい。」という思い
を児童がもち、地域の長寿会の方々と一緒に活動しました。 
季節に合った花をグループごとに話し合い、長寿会の方々から花の植え方を教えていただきました。上落中通りに

あるプランターに子どもたちが植えた花がきれいに咲いています。通りかかった際には気にかけて見てみてください。 
 取り組んだ際の児童の感想を紹介します。 
☆自分で植えた花が、街を明るくすることにつながってうれしかった。 

 にせもの隠れるなりすまし！ 
(22 年度セーフティー教室 NTT 携帯安全教育室より) 

「百人染め～染めの小道～」 

       図工専科  川﨑 彩子 
 染め物は、落合が誇る伝統文化の代表です。「染めの
小道」という地域のプロジェクトに、今年も学校とし
て参加しました。今年の落二小は「干支・巳（ヘビ）」
をテーマに、全校児童が一致団結し染め上げました。
反物に刷毛を置く一瞬、スッと染色を伸ばす時、息を
のむような緊張感を感じられました。一人一人の持ち
場は少ないけれど、誰が欠けても完成しない、素晴ら
しい作品に仕上がりました。今後は染の里・二葉苑さ
んの方で仕上げの加工をしていただき、２月下旬に妙
正寺川にて展示される予定です。川に沿って、他の学
校や団体の作品も一挙に並ぶ様子は圧巻です。どうぞ
楽しみにお待ちください。 

「あいさつ運動週間」 
特別活動主任 中嶋 太郎 

例年、高学年が中心に取り組んでいるあいさつ運動
ですが、今年は代表委員の話し合いの中で低学年にも
参加してもらおうという声が多く挙がりました。上級
生だけでなく、下級生にもあいさつの大切さを知って
ほしいという思いが、子どもたちから自然と出てくる
ようになったのだと思います。 
あいさつをするということは、人と人とのかかわり

の基本です。また、よいあいさつは気持ちのいいもの
です。毎年、続けていることで習慣もついてきていま
すが、恥ずかしがってなかなか声に出せない児童もま
だいます。そこで、あいさつがもつ力に気づき、自発
的にあいさつする習慣をつけさせたいと願い、実施し
ています。 
年５回の内、１学期は代表委員会と６年生、２学期

は３年生と１年生が取り組みました。３学期は１月１
５日（火）から２１日（月）まで、代表委員会が行い
ます。「いつでも、どこでも、誰とでも、何度でも」を
合い言葉に、気持ちのよいあいさつを交わし合い、元
気に毎日を送っていけることを願っています。 

「席書会」 

       国語部  大屋敷 浩子 
 新しい年を迎えました。日本には、正月２日に書き
初めを行う慣わしがあります。本校でも毎年、書き初
めを行っています。 
まず１月８日（火）の始業式で、校長先生から書き

初めに関しての話を聞きます。そして、９日（火）～
１１日（金）に、席書会を学年ごとに実施いたします。
１・２年は硬筆、３年生以上は毛筆です。 
 席書会を前に、学校では年末に練習を重ねてきまし
た。子どもたちは、冬休みも、学校での書き初め教室
（毛筆のみ）やご家庭で練習し、めきめきと腕を上げ
ています。席書会では、練習の成果が発揮されること
と思います。１・２年の席書会は、教室で行われます。
ますに、バランスよくおさまるように、一字ずつ丁寧
に書きます。また、上学年の席書会を見学します。３
年生以上は、体育館に大きな半紙を広げて、お琴の調
べを聴きながら、太鼓の合図で書き始めます。緊張感
の漂う中、よい姿勢で、一字一字丁寧に書きます。 

☆荷物を運び、一生懸命土をほぐしてから花を植えることができた。長寿会の方々に教えていただけたので初めてで
もちゃんとできた。長寿会の方々ありがとうございました。 

☆街の人々が毎日通る場所に自分で植えた花があると思うと、毎日うきうきします。花を 
見て、ポイ捨てしようという気持ちがなくなってほしいです。 

☆丁寧に花を植え、プランターの周りをきれいに掃除しました。植える前よりも 
きれいになって、とてもすっきりした気持ちです。 


