
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校便り 

 
平成３０年 ７月 ２日 

新宿区立東戸山小学校 

校 長  川崎 勝久 

No.４  

【７・８月行事予定】 

 2 月 
・全校朝会 ・安全指導日 
・算数検定（１学期）   

SC 

3 火 
・こころの劇場(6) 
・保護者会(1・2・3) 14:45～ 

SC 

4 水 
・児童集会         
・研究授業(4-1)  他学級は下校 13:10 

 

 5 木 ・東京都学力調査(5)  

 6 金 ・保護者会(4・5・6・若) 14:45～ SC 

 9 月 ・全校朝会 ・副籍交流(若草) SC 

10 火 ・社会科見学(3) SC 

11 水 ・音楽朝会       クラブ活動⑤  

12 木 ・避難訓練 ・たてわり班遊び③  

13 金 ・副籍交流(2-1) SC 

14 土 
※特別時程 [給食なし]下校 12:10 
・道徳授業地区公開講座(3・4校時) 
・学年行事(2)(1・2校時) 

SC 

16 月   （海の日）  

17 火 ・SOS の出し方(5・6) SC 

18 水   

19 木 
・給食終 [給食あり]  ・着衣泳(5・6) 
・大掃除(13:00～13:25） 
・まなびの教室個人面談 

 

20 金 ・終業式 [給食なし] 下校 12:20 SC 

21 土 
・夏季休業日始 
(・おやじの会 流しそうめん・親子ｽﾎﾟｰﾂ) 

23 月 ・夏季水泳指導① ・さわやか教室① 

24 火 ・夏季水泳指導② ・図書館開放 

25 水 ・夏季水泳指導③ ・さわやか教室② 

26 木 ・夏季水泳指導④ ・図書館開放 

27 金 ・夏季水泳指導⑤ ・さわやか教室③ 

30 月 ・夏季水泳指導⑥ ・さわやか教室④ 

31 火 ・夏季水泳指導⑦ ・図書館開放 

8 月 

 1 水 ・夏季水泳指導⑧ ・さわやか教室⑤ 

 2 木 
・夏季水泳指導⑨ ・図書館開放 
・夏季施設事前検診(5) 

 3 金 ・夏季水泳指導⑩ ・さわやか教室⑥ 

 4 土 ・夏季施設（女神湖）1日目(5) 

 5 日 ・夏季施設（女神湖）2日目(5) 

 6 月 ・夏季施設（女神湖）3日目(5) 

＊「さわやか教室」の詳細は別紙でお知らせします。 

  8月 11日（土）～15日（水） 学校閉庁期間 

＊この期間、学童クラブ・こども広場は、実施していま 
すが、学校の教職員は、不在になります。 

 【２学期・８月行事予定】 
24 金 ・夏季休業日終  

27 月 
・２学期始業式  [給食なし] 
・引き渡し訓練(４校時)  下校 12:20 

SC 

28 火 
・給食始 
・身体測定(4～6・若)    下校 14:25 

SC 

29 水 ・身体測定(1～3) ・中学校授業体験（６）  

30 木   

31 金 委員会活動⑤ SC 

 

「 本物にふれ、こころを育てる 」 

副校長 中里 満晴先

日の学校公開には、３日間でのべ５９０人を超える 

保護者の皆様、地域の皆様にご来校いただき、ありがと

うございました。子どもたちの学習の様子や休み時間の

姿を参観し、いろいろなことに気付かれたことと思いま

す。専門家の方を招いての出前授業や陶芸教室、和太鼓

演奏、日本の伝統文化教室といった体験授業は、子ども

たちが本物にふれ、そこから多くのことを学ぶ機会でも

あります。私自身も各教室の授業を見回り、本物にふれ

たときの子どもたちの表情や考える姿から「貴重な体験

から多くのことを学んでいる」ことが見受けられ、うれ

しい気持ちになりました。各ご家庭でもお子さんとの話

題として取り上げ、感想など聞いていただけるとありが

たいです。 

さて、先週末に本屋に行ったら面白い本を見つけまし 

た。「答えのない道徳の問題 どう解（と）く？」という

本です。「うそ」「平等」「いじめ」「戦争」「友だち」等１

３のテーマで構成され、いろいろな立場から考えが述べ

られています。その中から一つ紹介します。 

友だちから、好きじゃないﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをもらった。「うれしい！」

とうそをついたら、友だちはよろこんでいた。『ついていいうそ

と、ついちゃいけないうそって、どうちがうんだろう？』 

大人でも答えを出すのに頭を悩ませるテーマです。 

今年度から「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」と

して教科の一つになり、教科書を使って学習をしていま

す。答えが一つではない道徳的な課題を一人一人の子ど

もが自分自身の問題ととらえ、向き合う「考え、議論す

る道徳」が展開されています。１４日（土）は道徳授業

地区公開講座です。子どもたちが考え、話し合う「特別

の教科 道徳」の授業をご覧ください。また、11 時 10

分からは体育館で講演会・意見交換会があります。お笑

い芸人の「オシエルズ」を講師に招き「笑いと人権」を

テーマにお話を聞く機会を設定しました。こちらもぜひ

ご参加をお待ちしております。 



「いきものと なかよくなろう」            １ 年担任  

 ５月３１日に、１・２年生で、プール清掃の前にヤゴを救出しました。その救出したヤゴたちが、今、ど

んどんトンボになっています。毎朝、子どもたちは、「ヤゴがトンボになった！」と嬉しそうに報告してき

ます。教室でトンボが飛んでいると、「やさしくさわらないと、かわいそうだよ」「そとに、にがしてあげよ

う」などと、生き物を思いやる言葉があちらこちらから聞こえます。窓からトンボを送り出すときには「う

わぁ！」と歓声があがりました。子ども達の生き物を思いやる気持ちや、トンボが力強く飛び立つときの感

動、一つ一つを子どもたちと共に感じ、大切にしていきたいと思います。 

 １・２年生は、ほかにも身近な生き物と関わる活動をしました。６月２９日 

には、生活科見学として、おとめ山公園でザリガニ釣りをしました。事前に 

「ザリガニにやさしくさわる」などの生き物と関わるときのめあてを考え、活 

動しました。じっとザリガニを待ち、やっと自分で釣れたときには、子ども達 

は大喜びでした。これから育てていくのを楽しみにしている様子です。 

子どもたちは、生き物にとても関心があります。「つかまえたい」「あそびたい」という気持ちをもって関

わろうとしていることは良いことです。これからの日頃の世話から、飼育している生き物の生命を守る、生

き物の気持ちを感じ取る力を身に着けていってほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２７日(月)（４校時）に、 

「引き渡し訓練」を行います。 
 

お忙しい中とは思いますが、保護者の 

皆様の参加・協力をよろしくお願いいた 

します。 

詳しいことは別紙でお知らせします。 

昨年度と同様、２学期始業式の日になり 

ます。 

 

[お知らせ] 
 今年度の防災キャンプは、10 月 27 日(土)・28 日
(日)におやじの会主催により行ないます。別紙お知
らせを確認のうえ、お子さんと一緒に保護者の皆様
もご参加ください。 

 <お願い> 

 来校の際は、保護者証と上履きを必ずお持ちくだ

さい。また、自転車での来校は、通学路の邪魔にな

りますので、ご遠慮ください。 

 

☆夏だ！プールだ！夏休みだぁ！☆ 

 ６月下旬は３０度を超える暑さでしたが、そんな暑さ

にも負けず、子どもたちは外で元気よく遊んでいました。

また、気温が高かったため、その週のプールはとても気持

ち良く入れました。 

 

 間もなく夏休みとなります。子どもたちの間でも、夏休

みの予定の話題が含まれるようになりました。楽しみな

ことが多い夏休みですが、そんな「楽しさ」の中にもたく

さんの「危険」が潜んでいます。 

私が「教諭」という職になってから、この夏休み期間に

流れるニュースが怖くなりました。交通事故・水難事故・

不審者・天災… 毎年必ずこの期間に悲しいニュースが

報道されます。巻き込まれないようにするためにも、各学

年の保護者会と１学期終業式の日に『なつやすみのすご

しかた』のプリントをお配りしますので、ご家庭でもお子

さんと一緒に確認し、安全に夏休みが送れるようにして

いただきたいと思います。 

２学期の始業式に、ヒガトのみんなが「夏休み、楽しか

ったよ！！」と笑顔で登校してくれることを願っていま

す。 
          生活指導主任  

 
★７・８・９月のあいさつ隊は、 ４年生です★ 

７月１４日（土）に 

「道徳授業地区公開講座」を行います。  

テーマ『笑いと人権』 

  ○道徳授業公開: 

３校時（１０時１５分～１１時００分） 

              （各教室 他） 

○講演会・意見交換会 

４校時（１１時１０分～１１時５５分） 

（本校体育館） 

  講演：「笑いと人権～人を傷つける笑い 

傷つけない笑いとは？～」 

講師：オシエルズ 

2013年 3月結成。矢島伸男と野村真之     

介から構成されたお笑いコンビ。 

お笑いライブのネタや MCの出演だけで 

なく企業や子どもを対象にしたワーク 

ショップ・講演などを行っています。 

 

お忙しい中とは思いますが、保護者・地域の皆

様のご参観・ご参加をよろしくお願いいたしま

す。詳しいことは、別紙お知らせをご覧くださ

い。            （道徳担当） 


