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「楽しく冬を過ごす」 
 副校長 庖刀 由利子 

 
「冬はつとめて。」枕草子の有名な一節です。冬は

早朝がよいの意味で、冬のきりっとした厳しい寒さに

美しさを見出していたことがよく分かります。冬本番

を迎え、大雪やインフルエンザの流行等、厳しさはま

だまだ続くようですが、古人に習い寒さに負けず冬を

愛で楽しむことを考えてみたいです。 
体を鍛えることから 
 童謡『雪』の歌詞では、しんしんと降る雪の中、子

どもたちが「雪やこんこ」と元気に遊ぶ様子が表現さ

れています。本校でも北風の中、子どもたちの元気な

声がします。先月の思いがけない大雪では、汗をかき

ながら雪かきや雪遊びをする様子が見られました。雪

だるまを作る、土手を作る、滑らないようにして駆け

るなど、遊びながら、冬ならではの体力や気力、知力

を身に付けているようでした。また、先日は校庭の日

陰の雪を、コメッツのお友達が 29 日土曜日に雪かき

を行い、すっかりきれいにしてくれました。月曜日は

みんなの感嘆する声が聞こえました。思いがけない雪

は思いがけない贈り物を提示してくれました。雪を通

してもたくさんのことを学ぶことができそうです。 
 冬を楽しむには、寒さに負けない体づくりが基本で

す。校庭では 1 月より新宿ギネスの『２０ｍけんけ

ん』に挑戦していますが、体を作る食事も大切にした

いです。肉・魚などのたんぱく質のほか、根菜類は体

を温めるのによいと聞きます。給食でも旬の葉物類や

根菜類がよく出ます。好き嫌いなく食べ、丈夫な体を

作ってもらいたいと思います。さらに、風邪や病気を

防ぐには、手洗い・うがいも効果的です。普段から早

寝・早起きや薄着の習慣等、規則正しい生活を行い、

風邪を引かないで寒さに負けない体つくりの他、知識

や心もさらに磨いていってほしいと思います。 
景色や植物を楽しむ 

木枯らしで散らされた木々も少しずつ花芽が膨ら

んできました。雪の中にもサザンカやツバキは鮮やか

な花を咲かせています。また、梅、水仙、桃の花など

ももうすぐ咲く予定です。地面の上ではかわいいふき

のとうも準備をしています。冬にはこれから訪れる春

を見つける楽しみもあるようです。 
寒さの中であたたかさを楽しむ 

２月は今年度のまとめの季節の始まりでもありま

す。卒業遠足や若葉遠足など卒業向けての行事が始ま

ります。厳しい冬の中に温かい心の交流を行い、寒さ

を、ぜひ吹き飛ばしてもらいたいです。子どもたちと

冬を元気に楽しんで過ごしてまいります。 

 

おちに２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。 

２月の行事予定 

２月の生活目標 
 

◎あとしまつをきちんとしましょう。 

・遊んだ後の片付けをきちんとしましょう。 

・手あらいうがいをきちんとしましょう。 

・衣服のちょうせつをすすんでしましょう。 

・空気のいれかえをしましょう。 
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2 土

3 日

8 金
新１年生保護者会　　入学前プログラム①

SC来校

児童集会

体育朝会　　学校保健講演会　　就学時健診（再）１５：００

若葉お別れ遠足

保護者会４～５年　　避難訓練

児童集会　　体育館ワックスがけ

いっぱいあそぼうでい　　クラブ見学（６校時）

全校朝会　　ブラインドサッカー（３年）　地区役員会１０：００

行　　　　　　　　事　　　　　　　　予　　　　　　　　定

特水時程４時間授業　　PTA運営委員会１０：００

社会科見学（６年）　　若葉４時間授業

建国記念の日

安全指導　　クラブ

全校朝会

学校公開　　ふれあい伝統文化　　３時間授業（給食なし）

体育着販売１５：３０　　入学前プログラム②

若葉連合作品展終

全校朝会

音楽朝会　　保護者会６年・若葉

委員会

染の小道終

卒業遠足（６年）　　染の小道始

A

B

Ａ

B

Ａ

クラブ　　地区役員会１０：００

避難訓練　　集団下校（５校時）

全校朝会　　若葉４時間授業　　プラネタリウム（１年）
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「６年生卒業遠足」 

 ６年担任  青池 蕗子 

 ２月２２日（金)に、６年生全員で卒業遠足に行って
きます。６年生はあと１ヶ月と少しで卒業を迎えます。
６年間過ごした仲間と一緒に最高の思い出を作ること
を目的としています。行き先は「としまえん」です。
卒業遠足の係の児童が、学年全体にアンケートをとり、
希望に挙がった行き先の概要や交通手段を調べ、遠足
の趣旨をふまえた話し合いによって決めました。しお
りも自分たちで作ります。家庭科の学習を生かして、
お弁当のおかずを一品、自分で作ってくるということ
になっています。６年間で学んだことを生かし、自分
たちの手で作る遠足です。共に学校生活を送ってきた
学年全員の笑顔が輝く、みんなの心に残る遠足になる
ことを期待しています。 
 

「１年生の教室から」 
１年１組担任  野﨑 経子 

    １年２組担任  齋藤 大作 
一年生では国語・生活科の学習で、冬のことばを使

ったかるた作りを行いました。そのかるたを使って学
年で楽しくかるた大会も行い、大変盛り上がりました。
その中のかるたの一部をご紹介いたします。 
 

・たべすぎて ななくさがゆで かいふくだ（Ｉ・Ｋ） 
・ふゆのあさ ふとんあたたか でられない（Ａ・Ｏ） 
・ふゆやすみ スキーでジャンプ たのしいな 

（Ｋ・Ｏ） 
・ゆきがふる ゆきがつもれば おもしろい（Ｙ・Ｋ） 
・ゆきげしき つめたいかぜが ふいている（Ｓ・Ｍ） 
・しもばしら ざくざくおとが きこえるよ（Ｍ・Ｉ）   
・はねつきで おとがばんばん ばついっぱい 

（Ａ・Ｆ） 
・おとしだま いくらになるか おたのしみ（Ｙ・Ｓ） 
・ストーブを ねこといっしょに わけあった 

（Ｙ・Ｈ） 
・お正月 おせちがいいぞ とくべつだ  （Ｎ・Ｓ） 
 
 

「若葉学級お別れ遠足」 

       若葉学級担任 瀧澤 綾子 
 若葉学級のお別れ遠足は、６年生の卒業を祝い、学
級全体で楽しい一日を過ごすことを目的とした行事で
す。今年も遊園地がよいという希望が多く、まだ若葉
学級全員で行ったことのない場所にしようということ
で「西武園ゆうえんち」に決まりました。できる限り
児童が主体となって園内を楽しむことができるように、
グループに分けて行動します。ジェットコースターな
どのスリリングな乗り物を楽しむ「どきどきグループ」、
ゆっくり動く乗り物を楽しむ「ほのぼのグループ」な
どです。 
１年間の中で、若葉学級だけで出かける遠足はこの

お別れ遠足が最初で最後です。２月１５日（金）が、
６年生はもちろん、共に学校生活を送ってきた学級全
員の思い出に残るような素敵な時間になることを期待
しています。 

 

 
「ふれあい伝統文化」 

副校長 庖刀 由利子 
本校の近隣には様々なお力のある方がいらっしゃい

ます。その方々を講師にお招きし、子どもたちに貴重
な体験を教えていただく行事です。本校では以前より
「ふれあいフェスタ」で親しまれ、昨年は自由参加で
実施していました。今年度は２月２日（土）に授業と
して実施いたします。 
１年生は、長寿会の三浦さんと瀬沼さんに折り紙を、

２年生は本校スクール・コーディネーターの遠藤さん
に染物を、３・４年生は西落合にある舞踊集団「菊の
会」の方々に日本舞踊を、５年生は民生児童委員の石
井さんに華道を、６年生は古谷さんに茶道を教えてい
ただきます。子どもたちに日本の伝統文化のよさを味
わってもらいたいと思います。 

 
 
 
 
 
「クラブ見学」 

       特別活動部  今泉 悠乃 
 ２月１９日（火）の６校時にクラブ見学が行われま
す。４年生からはじまるクラブ活動に向けて、パソコ
ン、ホビー、音楽、アート、科学、運動、レクリエー
ションの７つのクラブ全てを３年生が見学してまわる
ものです。 
 クラブは、毎年自分達が興味・関心のあるものを選
び、１年間活動します。３年生は、実際にクラブがど
のような活動をしているのかを見ることで、選ぶ際の
参考にします。また、４年生以上の上級生は、各クラ
ブの楽しさを伝えようといつも以上に張り切って活動
したり、３年生を温かく迎えようと準備をしたりして
います。 
上級生が生き生きと活動する姿は３年生にとって、

あこがれや夢を感じ、キラキラと輝いて見えるもので
す。クラブ見学を通し、新しく始まるクラブ活動への
期待を膨らませ、次年度のクラブ活動を充実したもの
にする第一歩にしてほしいと思います。 

 
「献立を生きた教材として」 

栄養士 中戸 知世子 
 今年度の給食も残すところ３２回となりました。給
食時間では、みんなと一緒に繰り返し食べることの中
で、食事のマナー、食文化、感謝の心、バランスのと
れた食事の取り方等を学びます。また、学級活動等の
時間を使って、配膳方法を学んだり、給食室の仕事を
知ったりする学習をしたりしました。特に２年生に行
った『苦手・知らない食材に触れる学習』では「また
色々な野菜について知りたくなりました。」や「お話を
聞いてナスが好きになりました。」などの児童の感想が
ありました。これからも食に関する指導の生きた教材
として学校給食を活用していきたいと思っています。


