学校便り

令和２年１１月 ２日
新宿区立東戸山小学校
校 長

江原 敦史

No.７

「ごみを拾う子は捨てる子にならない」
校長 江原 敦史
これは、前橋育英高校野球部の監督として夏の甲
子園大会初出場優勝という快挙を成し遂げた荒井監
督（当時）の言葉です。ささいなことにも目を向け
ることの大切さを生徒に指導し、野球部を優勝に導
きました。
この「ごみを拾う」というささいな行動について
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印象に残ったことがあります。大リーグに移籍した
大谷翔平選手が試合中にとった行動です。
大谷選手は打者として四球を選んで出塁しまし
た。ベースから離れてリードを取っていた時に投手
が牽制球を投げたため、大谷選手はあわてて一塁ベ
ースに戻りました。そのとき、大谷選手はある行動
をとりました。ベースのそばに落ちていた白い小さ
なごみを拾ったのです。移籍して間もない大リーグ
の試合中に、そのような行動がさりげなくとれる大
谷選手は、やはり一流の選手なのだと思いました。
東戸山小にも、同じ行動をとれる子がたくさんい
ます。たとえば飼育環境委員会のみなさんです。
飼育環境委員会のみなさんは、放課後にヤギの世
話を一生懸命してくれています。誰に頼まれるわけ
でもなく、黙々と小屋の掃除に励み、最後に掃除道
具をきちんと洗ってていねいに置くところまでしっ
かりとやってくれています。
「ごみを拾う」とか「道具を整頓する」というさり
げない行動の中に、すでにその人の行いの結果が表
れています。ごみを拾ったり、道具を整頓したりす
ると、後で周りの人が助かったり嬉しかったりする
…だけでなく、ごみを拾う人は拾いながらごみを捨
てない人に、道具を整頓する人は整頓しながら道具
をていねいに扱う人になっているのだと思います。
ｓｙ
これからも子どもたちのさりげなくも素晴らしい
行動に目を向けつつ、教師自身も同様にそのような
行いを重ねながら、ささいなことをていねいに行う
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・就学時健康診断
・情報モラル(5 年)
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・登校日(全校)（給食なし） 下校 11:45
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・たてわり班遊び(1･4･6 年)③

※保護者の方々を対象に、
「学校評価」を実施します。
ご協力よろしくお願いします。
回収日：11 月２日（月）～６日（金）

ことができる子どもを育てていきたいと思います。
《お知らせ》
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、お子
様のことで、不安などありましたら、担任または、校
長・副校長にご連絡ください。
問い合わせ先：東戸山小学校 副校長 中里満晴
電 話 番 号 ：０３（３２０５）９５０４

<教材費の引き落としについて>
11 月 10 日（火）に、教材費が口座引き落とし（ゆう
ちょ銀行）になります。金額は、学年だよりでお知らせ
します。残高不足とならないように、9 日(月)までに入
金・確認してください。よろしくお願いします。

秋のスポーツ集会
【1・2 年、若草 1・2 年】
：11 月 6 日(金)午前 8 時 45 分～10 時 20 分
受付 8 時 30 分～
雨天延期 11 月 13 日(金)
【3・4 年、若草 3・4 年】
：11 月 6 日(金)午前 10 時 45 分～12 時 20 分
受付 10 時 30 分～ 雨天延期 11 月 13 日(金)
【5・6 年、若草 5・6 年】
：11 月 6 日(金)午後 1 時 20 分～2 時 55 分
受付午後 1 時～
雨天延期 11 月 10 日(火)
〈 注意事項 〉
①「秋のスポーツ集会」は、感染防止のため、上記対象学年

(土手)

参観エリア
保護者のみ（1 家庭 2 名まで）の参観といたします。
②受付時刻開始前は、入場できません。
③保護者の参観エリアは、校舎側と土手側に指定されています。
十分間隔をとってご参観ください。
④撮影については可能としますが、児童の個人情報保護の観点
参観エリア
参観エリア
から、ＳＮＳ等にアップロードすることはご遠慮ください。
(校舎・昇降口)

ご協力いただきますようお願いいたします。
「たてわり班遊び」
特別活動部
９月より活動を始めました。今年は『１年生を迎える会』
などの行事も無くなってしまい、異学年との交流がないまま
でのスタートとなりました。昨年までは１つの班に１～６年
生の児童が集まり活動を行っていましたが、今年は感染症防
止の観点から、班編成を「１・４・６年生」と「２・３・５
年生」の２つに分けて、月に１回、木曜日の昼休みに活動し
ています。例年であれば、最上学年となる６年生が班長、副
班長を務め、みんなが楽しめる遊びの内容を考えたり、当日
の進行をしたりしているのですが、今年は、５年生もその役
割を担っています。６年生はもちろんのこと、５年生も協力
して２・３年生を引っ張る姿が立派だなと感じます。また、
下学年に優しく声を掛けたり、上学年の話をしっかりと聞い
たりする姿も印象的です。例年に比べ、たてわり班遊びの回
数、時間は短くなってしまっていますが、上学年のリーダー
シップのもと、これからも楽しく遊んだり交流を深めたりし
ていけると良いと思います。

「色別班下校について」
生活指導部
色別班下校とは、台風による強風・大雨や不
審者情報があった場合など、児童の下校が危険
な時に地域別のコースに分かれて集団下校を
することです。
例年は体育館に全校児童を集め、一斉に下校
指導をしてから、コースごとに下校をしていま
した。今年度は感染症予防対策として、全校で
集まることはせず、コースごとに分散して下校
することになりました。
＜登下校に関するお願い＞
台風接近や不審者情報などの時は、授業を短
縮し、下校時間を早める場合があります。その
場合には、学校メールでお知らせいたします。

「来校されるときのお願い」
感染予防の取り組みとして、ご来校いただいた方に、
「受付」で以下のことをお願いしております。
①学校敷地内でのマスクの着用
②アルコールで手の消毒
③サーモグラフィーカメラによる自動検温
④来校者名簿への記帳
ご理解の上、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
咳や発熱などがあり、体調がすぐれない時は、来校を
お控えください。

①帰宅場所や帰宅後の対応について、毎日、お
子様と一緒に確認してから登校させてくだ
さい。
・どこへ帰るのか
・学童やひろばプラスを利用するか
お子様自身が分かるように、教員に伝えられ
るようにご指導をお願いします。
②通学路上で危険な箇所等お気付きのことが
ありましたら、学校までお知らせください。

