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「自分以外の誰かになる」 

 副校長 庖刀 由利子 

 12 月になり木枯らしが吹き寒い日が増えてまいり

ました。今年も残すところあと 1 月です。学校は 2
学期のまとめに向かいます。先月の学芸会ではお忙し

い中多くの方々に鑑賞いただきありがとうございま

した。「たくさん褒められたよ。」と、何人かの子ども

たちが満足そうに話してくれました。児童鑑賞では、

例年にも増して他学年の劇をよく鑑賞していました。

終わってからも学校のあちこちで様々な劇の台詞が

聞こえました。余韻が子どもたちにとっての学芸会を

象徴しているようでした。緊張しながらも頑張って成

し遂げた学芸会だったようでした。鑑賞カードでも、

お互い認め合う姿を実感することができました。内容

はには『他学年児童への頑張りへの励ましの言葉』、

『相互の認め合い』、『落二小みんなで取り組んだこと

による所属意識の高まり』等が認められました。 
 さて、本校は今年度新宿区人権教育推進校として、

国語科を中心に研究を進めてまいりました。研究授業

も終わり、いよいよこちらの方もまとめの時期を迎え

ることになります。研究はテーマを「かかわりを深め、

共に学び合う児童の育成」、サブテーマは〈互いの思

いや考えを大切にした表現活動を通して〉です。「聞

くこと」「話すこと」の指導を、人権教育の視点から

改善する取り組みを通して、お互いの思いや考えを大

切にし合う態度を育成することで人権意識の向上を

目指しました。授業実践を通して、相手を思いやる心

の育成をより一層図ることができました。 
授業以外の取り組みでは、児童会を中心に落二のマ

ナーを作成中です。子どもたちの中からお互いを尊重

するために大切にしたい素敵な言葉が出てきました。

内容を整え全校に紹介し広めることで、人権教育を推

進していきたいと思います。中でも、子どもたちが大

切にした相手意識の第一歩は挨拶です。先日のあいさ

つ運動では１年生が門に立ち、全校に元気なあいさつ

を広めていました。これらの取り組みにより校内では

児童の相手意識は徐々に高まってきています。 
 人権教育をさらに推進していくためには、相手の気

持ちや立場をさらに理解し人権感覚を磨いていくこ

とが大切です。同時に、自ら達成感を味わう体験を通

し、自尊感情や自己肯定感をもつことも大切だと思い

ます。そういった意味からも自分以外の誰かを想像力

をはたらかせて演じた学芸会での体験は、自分や他人

を尊重する気持ちに気付く素晴らしい機会だと思い

ます。相手を思いやる心情を育てる活動を通して、今

後も子どもたちの豊かな心の育成に努めていきたい

と思います。 

 

おちに１２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。 

１２月の行事予定 

１２月の生活目標 
 

◎れいぎ正しい生活をしましょう。 

・気持ちのよいあいさつをしましょう。 

・きれいな言葉づかいをしましょう。 

・めあてをもってそうじをしましょう。 

・計画的に持ち物の整理をしましょう。 
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「３年の教室から」 

 ３年担任 有海 久美子 

今泉  悠乃 
３年生は、総合的な学習の時間で、落合で昔からよ

く作られていた染め物について勉強をしています。講
師の先生に来ていただき、染め物体験を行いました。
どの児童も生き生きと楽しく活動していました。今回
は、１１月に行った感想の中から一部ご紹介します。 
・色はオレンジ、赤、青、むらさき、黄色、緑があり
ました。どの色にするか迷い、黄色にしました。黄
色いテントウムシの背中をイメージして作りました。 

・１回目はみんなで染めて、２回目は１人１枚染めま
した。２回目は１人で好きな模様が作れて持って帰
れるので、とても嬉しかったです。 

・遠藤先生と福室先生が丁寧に分かりやすく説明して
くれたので、上手にできました。 

・丸い形の模様を作ったら、遠藤先生と福室先生に「そ
れ、どうやって作ったの？今度教えて。」と言われま
した。染め物の先生に言われたので、本当に嬉しか
ったです。 

・妹の好きな赤を選びました。今度、妹のお誕生日に
プレゼントしたいです。 

・私が作った染め物が世界で１つだと思うとなんだか
嬉しい気持ちになります。 

 

「外国語活動」 

       外国語活動主任  有海 久美子 
 本校では、年間１・２年１０時間、３・４年２０時
間、５・６年３５時間、若葉学級５時間、外国語活動
の授業を実施しています。 
 今年度は、担任とイギリス出身のデジ先生の２人で
授業を進めています。デジ先生は、子どもたちと一緒
に遊んだり、学級に出向いて給食を食べたりと、日常
から子どもたちとの触れ合いを大切にしてくれていま
す。そんな親しみやすいデジ先生のことが、子どもた
ちは大好きです。  
 １～４年生と若葉学級は、単語や簡単な文を教えて
もらっています。５・６年生は、文科省から配布され
た「Ｈｉ Ｆｒｉｅｎｄｓ」を活用しています。毎回
楽しいゲームを交えながら授業を進めてくれるので、
子どもたちは自然と単語や文を覚えてしまいます。 
平成２３年度より５・６年生の外国語活動が、年間

３５時間必修となりました。小学校の外国語活動が中
学校の学習へとつながり、そしてゆくゆくは国際社会
で活躍する人となるための第一歩となってほしいと思
います。 

「体育朝会より」 
体育主任 田中 良治 

落二小では、これまで火・木曜日の２０分休みを利
用して、パワーアップタイムを実施してまいりました。
校庭を走ったり、長縄の動きに合わせてタイミングよ
く入れるようになったりと元気いっぱいに体を動かす
姿が見られます。 
１２月からは「新宿スポーツギネス」という取り組

みを始めます。これは、様々な運動の経験と運動の記
録向上を目指す活動を通して、運動の楽しさを感じた
り、運動の日常化を図ったりすることを目的としてい
ます。１２月は「３分間長縄８の字とび」、１月は「２
０ｍけんけん」、２月は「バレーボール円陣パス」に取
り組みます。 
肌寒い季節となり、体を動かすことに抵抗を感じる

ことも増えてきますが、「新宿スポーツギネス」を通し
て、子どもたちには運動の楽しさを覚え、健康でたく
ましい体を鍛えてほしいと思います。 
 

「教育相談室より」    
スクールカウンセラー  鷹觜 香理 

12 月に入り、寒さが一段と厳しくなってきました。
寒くなり日照時間が短くなってくると、何となく気持
ちが落ち込むこともあります。また、１年間の疲れも
たまってくる頃ではないでしょうか。そんな時は、心
と体をリラックスしてみてはいかがでしょうか。好き
な事をしたり、おおきく深呼吸をしたり、ストレッチ
をすることもおすすめです。知らないうちに、疲れは
たまっています。定期的に、自分がリラックスする時
間を設けることも、日々の生活をより良くすることに
繋がってくると思います。ぜひ、自分に合うリラック
ス方法を見つけてください。 

私は、スクールカウンセラーとして、毎週火曜日・
金曜日（10:00～16:45）に来校し、お子様方や保護者
の皆様方のお話をうかがいます。お子様の学校やご家
庭での生活や行動について、学習について、お友達と
の関係等、何か気にかかることがございましたら、お
気軽にご来訪ください。ご相談の際は、できるだけ事
前にご予約いただけるようお願い申し上げます。 
※場所：１階 図書室の前にございます。 
 
 

 
    
 

 
 
「感染性胃腸炎にご注意ください！」             

養護教諭 今澤 智絵 
例年、１１月から２月にかけての時期は、ノロウィルス等を原因とする感染性胃腸炎が流行ります。主な症状は、 
【腹痛・下痢、嘔吐、発熱】です。これらの胃腸炎は、症状のある時期が比較的短く、特別な治療方法がないこと

から、ウィルス検査を行わず「感染性胃腸炎」と診断されることもあります。原因としては、 
●感染した人の吐物や便に触れた手指を介してウィルスが口に入った場合 
●吐物や便が乾燥して空気中に舞い、そのウィルスを取り込んだ場合 
●感染した人が十分に手洗いせず調理した食品を食べた場合 
などがあります。ウィルスを原因とする感染性胃腸炎は特別な治療法がなく対症療法が主です。嘔吐の症状が治まっ
たら少しずつ水分を補給し、安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるよう心がけましょう。 
最後に、なんと言っても予防が第一！ 
【予防のポイント】 
◆流水と石けんを使った十分な手洗い 
◆便や吐物の処理は、手袋、マスクを着用し、処理後の手洗いを十分にする。 
◆カキなどの二枚貝を調理する場合は中心部までしっかり加熱する。（中心温度８５℃で１分以上の加熱が必要）。  
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