
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校便り 

 
令和４年  ７月 ４日 

新宿区立東戸山小学校 

校 長  宇 山 幸 宏 

No.４  

【７・８月行事予定】 
 1 金 ・安全指導日  ・社会科見学(4) SC 

4 月 ・全校朝会 SC 

5 火 ・避難訓練 SC 

 6 水 ・研究授業(6-1) 他の学級は下校 13:10  

 7 木 ・「まなびの教室」1 学期学習終了  

 8 金 ・社会科見学(3) SC 

11 月 ・全校朝会 ・個人面談① 下校 13:10 SC 

12 火 ・個人面談②       下校 13:10 SC 

13 水 ・個人面談③       下校 13:10  

14 木 
・個人面談④       下校 13:10 
・まなびの教室個人面談 

 

15 金 ・個人面談⑤       下校 13:10 SC 

18 月    ＝海の日＝  

19 火 
・給食終 [給食あり]    下校 13:10 
・大掃除 ・個人面談(予備日) 

SC 

20 水 

・終業式 [給食なし]    下校 12:20 
・着衣泳(5･6) 

・プール納め ・水泳指導終 

 

21 木 ・夏季休業日始 

22 金  

＊夏季水泳指導、さわやか教室は、実施しません。 
 
8 月 

8 月８日（月）～10 日（水）・12 日(金) 学校閉庁期間 

＊この期間、学童クラブは、実施していますが、 

学校の教職員は、不在になります。 

 

18 木 ・夏季施設「女神湖」参加児童登校日(5) 

20 土 ・夏季施設「女神湖」1 日目(5) 

21 日 ・夏季施設「女神湖」2 日目(5) 

22 月 ・夏季施設「女神湖」3 日目(5) 
 

【２学期・８月行事予定】 
24 水 ・夏季休業日終  

25 木 
・２学期始業式  [給食なし] 

  下校 12:20 
 

26 金 

・給食始[給食あり]    

・発育測定(1･2･3･若) 

・新宿中学校授業体験（６） 

SC 

29 月 
・全校朝会  ・発育測定(4･5･6) 

・若草合同移動教室説明会（若草 4～6） 
SC 

30 火 ・校外学習「国会議事堂」(6) SC 

31 水            ・委員会活動⑤  

9/1  木 
・避難訓練（引き渡し訓練） 

・「まなびの教室」2 学期学習開始 
 

 

※  感染拡大の状況により、今後も行事等の変更 

（中止や日程の変更等）があり得ることを 

ご了承ください。 

 

「子どもの自己肯定感を育む」 

副校長 川路 美沙 

 

６月 25日（土）・27日（月）の学校公開では、ご

参観いただきありがとうございました。また、子ども

たちの素晴らしいところをたくさん見つけていただ

き、感謝申し上げます。 

自己肯定感に直結する「ほめ言葉の贈り物」 

子供たちの自己肯定感を育むには、「自分には長所が

ある」「大切な存在」「生きている価値がある」「愛され

ている」、などといった「やればできる」という成功体

験が必要です。それに加え、周りの人たち（特に保護者

の方々）からかけられるポジティブな言葉も大切です。

子どもたちの素晴らしいところを日頃から子どもたち

に「ほめ言葉の贈り物」として贈っていただきたいで

す。「自己肯定感」は、子どもがさまざまな試練を乗り

越えていく成長過程において非常に大きな力となりま

す。 

感謝の言葉を素直に伝える 

感謝の言葉は、ポジティブな言葉です。日頃からポ

ジティブな言葉を使っていると自分も「うれしい」「た

のしい」「元気」などの気持ちにもなります。 

言葉のポジティブ変換 

 ぜひ、お子さんと一緒に以下の否定的なイメージの

言葉を、肯定的な言葉に変換してみてください。 

① あきっぽい ⇒（     ） 

② おとなしい ⇒（     ） 

③ かっとしやすい ⇒（     ） 

④ いいかげん ⇒（     ） 

⑤ わがまま ⇒（     ） 

自分が短所として意識していたことも、ポジティブ

変換して見方を変えれば長所となります。悩んだり、

イラッとしたりしたときは、ぜひポジティブ変換して

みてください。 



「委員会活動」 

         特別活動部 大島 はる香 

 昨年度は、感染症対策から、活動が中止となってし

まった時期もありましたが、今年度は年度当初から、

７つの委員会（学級代表委員会、集会委員会、図書委

員会、放送委員会、保険給食委員会、運動委員会、飼

育環境委員会）に分かれ、主に５．６年生で活動を行

っています。委員会活動の時間には、より良い学校づ

くりのために、意見を出し合い、協力して活動する姿

が見られ、朝や放課後などの仕事にも進んで取り組

んでいます。また、今年度は朝の児童集会の時間に委

員会発表も行っていて、図書委員会と放送委員会が

すでに発表を終えました。下級生の児童も、５．６年

生の発表をしっかりと聞いていて、憧れの気持ちを

をもったことだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      「あいさつ運動」 

          生活指導部 外丸 憲子           

「いつでも どこでも だれとでも なんどでも」

を合言葉に、本校では「あいさつ」を大切にしていま

す。各学年があいさつ隊となり、正門の前で元気よく

あいさつをしてくれています。人には自分の心の壁

があったり、周りの目が気になったりし、素直にあい

さつができないこともありますが、あいさつが交わ

せるようになると、相手を近く感じられたり、日常生

活も少し余裕が出てきたりするものです。 

あいさつは子どもたちの公共心や社会性をはぐく

み、人と人とをつなぐ、交流の第一歩であり、大切な

コミュニケーション手段です。まずは「おはよう」か

ら、始めてみましょう！きっと気持ちのよい一日を

スタートできるはずです。 

 

「セーフティ教室」 

            生活指導部 早川 修一 

セーフティ教室のねらいは、子どもたちに普段の生

活に潜んでいる危険に気付かせ、自らの身を守るため

に「安心・安全な生活」についての意識を高めさせる

ことです。低・中・高学年の発達段階を考慮して実施

しました。 

低学年は、登下校の安全について。『自分の身は自

分で守る』という危険回避の心構えをしっかりと学び

ました。 

中学年は、『ネットの被害者にも加害者にもならな

いようにする』ためにはどうすればよいかという学習

をしました。 

高学年は、『インターネットの使い過ぎ』について

考え、どんなトラブルが起きるか、どんな影響がある

かについて学びました。 

子供たちが学んだ内容について、ご家庭でもぜひ話

題にしてみてください。 

     「ＧＩＧＡ端末の活用」 

         情報教育担当 駒澤 辰也 

  GIGA スクール構想による新しい ICT 環境が整

備され、1人 1台 GIGA端末活用が始まってから、

およそ 1 年経ちました。写真を撮ったり、インタ

ーネットを利用して調べたり、プログラミング学

習をしたりするなど、さまざまな場面で活用する

ことが増えています。子どもたちが、よりよく学べ

るように、教員間でも情報交換をしています。 

  子どもたちが、家庭で GIGA 端末を活用するこ

ともあると思います。子どもたちがいつでも適切

に、あるいは自分で考えて活用できる力を付けて

いけるようにしていきたいと考えています。 

  「充電がない」という声をよく耳にします。ご家

庭でもお声掛けください。 

《お願い》 

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 川路 美沙 

電話番号：03（３２０５） 

９５０４ 

[お知らせ] 

特別支援教育介助員  

三上 磁乃 先生が、６

月より、勤務しており

ます。 

若草学級に入りま

す。よろしくお願いい

たします。 

9 月 1 日(木)（５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。 

今回は、防災の日になります。 

 


