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学校便り 

 
  平成３１年 １月 ８日 

新宿区立東戸山小学校 

   校 長  川崎 勝久 

No.９  

【１月行事予定】 
 7 月 ・冬季休業日 終  

 8 火 ・始業式 （給食なし）    下校 12:20 SC 

 9 水 ・給食始  ・安全指導日  ・委員会⑨  

10 木 
・新宿区学力定着度調査(2～6)（1・2校時） 

・星空観察会(4 年希望者) 
 

11 金 ・避難訓練 SC 

12 土   

13 日         

14 月   ＝ 成人の日 ＝  

15 火 ・発育測定(4～6若) SC 

16 水 
・児童集会         下校 13:10 

・発育測定(1～3) 
 

17 木 ・漢字検定⑤ ・薬物乱用防止教室(6)  

18 金  SC 

19 土 

[特別時程] ・獅子舞の会 10:15～11:45 

・書き初め展始（～1/31） 

・学年行事みそ作り体験(3) 

（給食なし）下校 12:00 

・ﾆｭｰｲﾔｰ国際こども音楽祭(午後 1:30～) 

        [若松地域ｾﾝﾀｰ ３F ﾎｰﾙ] 

 

20 日   

21 月 ・全校朝会 ・たてわり班遊び SC 

22 火  SC 

23 水 ・図書委員会発表集会    ・クラブ⑩  

24 木 ・プラネタリウム(4)  

25 金  SC 

26 土 (出世稲荷神社 豆まき大会)  

27 日   

28 月 ・全校朝会 SC 

29 火  SC 

30 水 

・クラブ発表会① 

・特別支援学級連合作品展始（～2/11） 

[新宿文化ｾﾝﾀｰ地下１階] 

 

31 木 ・書き初め展終  

2/1 金 ・安全指導日 SC 

2/2 土   

2/3 日   

2/4 月 ・全校朝会   SC 

2/5 火 ・社会科見学(４) SC 

2/6 水 ・特別支援学級連合作品展見学(若草)  

 

「新たな時代に向かって」 
校長 川崎 勝久 

新年明けましておめでとうございます。平成３１

年（２０１９年）の新しい年を迎えました。日本海

側を中心に大雪のニュースが多く聞かれましたが、

東京ではとても穏やかな天候が続きました。保護

者・地域の皆様におかれましては、お健やかにお正

月を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

 さて、今年の年末年始は、「平成最後」がキーワー

ドとなり、ＴＶ等で色々な振り返りが行われていま

した。この３０年間をざっと振り返って見ただけで

も、初の日本人宇宙飛行士が誕生したのが１９９０

年、Ｊリーグが開幕したのは１９９３年、ＪＲ東日

本のＳｕｉｃａが登場したのが２００１年、東京ス

カイツリーの開業が２０１２年、選挙権年齢が１８

歳に引き下げられたのが２０１５年、と今では当た

り前になっていることが、平成の時代になってから

新たに起こっていることがわかります。 

変化の激しい現代社会においては、絶えず新しい

知識・技術が生まれています。「ユーチューバー」

といわれる子どもたちの人気の職業が生まれたの

もここ何年かのことです。３０年といわず、あと

１０年、２０年もすれば、人口知能（ＡＩ）など

の技術がはるかに進み、車の自動運転など、大幅

に進歩していくことは確実です。 

 そうなってくると、我々が身に付けるべき知識等

も変わっていくことが予想されます。一度学んだ

らおしまいというわけにはいかなくなります。大

事なことは、基礎的な読解力や数学的思考力など

の基礎的な学力や情報活用能力を習得したうえ

で、子どもたちに「学び続ける姿勢」を身に付け

ていくことだと思います。 

東戸山小学校では、ＩＣＴ機器の活用や算数等で

は少人数、習熟度に分かれて「子ども一人一人が

わかる授業」に努めます。さらに補習的な学習に

取り組みます。またハッピー、スマイルの飼育や

専門家を交えた体験的な特色ある活動を推進し、

子どもたちが主体的に学んでいけるようさらに学

習を工夫していくようにします。  

本年は東戸山小学校開校７０周年の節目の年に

当たります。保護者・地域の皆様には、引き続き、

本校教育活動の推進のため、ご支援・ご理解をいた

だきますよう、どうぞよろしくお願い致します。 

 



書き初め展 
○１月１９日（土）から３１日（木）まで 

１・２年・若草１・２年：硬筆 

３～６年・若草３～６年：毛筆 

 

 学年毎のめあてをもって、子どもたちが取り組

んだ作品を掲示します。とめ、はね、はらいなど

字形を整えて書こうと努力した子どもたちの作

品をご覧ください。 

 

＜掲示場所＞ 

各教室前 廊下掲示板（1～５年・若草） 

職員室横 廊下掲示板（６年） 

ぜひ、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で本校は 62 周年を迎えました。 
４年生の総合的な学習の時間で東戸山小学校の歴史について調べ、9 月 21 日の

開校記念集会で発表しました。 
○昔、戸山ハイツは木造の一軒家だったこと。 
○昔の校舎は三徳の向かい側にあったこと。 
○夏には千葉県の岩井海岸で臨海学校があったこと。 
○昔は牛乳の代わりに脱脂粉乳が毎日給食に出ていたこと。 
○昔は遊び道具も手作りだったこと。 
○昔は音楽室を普通教室に使うほど、児童数が多かったこと。 
○昔は、プールでつりをする、つりクラブがあったこと。 

調べていく中で多くの変化があることがわかり、子どもたちは驚くとともに、昔
から変わらないどの時も本気でがんばる東戸山の伝統に改めて気づき、そのよき伝
統を受け継いでいこうとする気持ちが高まりました。  4 年担任 石塚 篤史 

「獅子舞の会」 
 

獅子舞の会に向けて、若草学級の子どもたち

は和太鼓の練習を重ねています。今年も３、４

年生のリコーダーの音色と共に、「輝けばやし」

をリズミカルに披露します。「三宅太鼓」では、

大きな動きや迫力ある響きにご期待ください。 

また、今年も太囲野(たいや)会の方々をお呼び

しています。太囲野会は、地域で活躍中の和太

鼓チームで、若草学級の和太鼓を指導してくだ

さっています。太囲野会の演奏や獅子舞、ヒガ

トピースターズの大江戸ダンス等、盛りだくさ

んの内容で行いますので、保護者の皆様もぜひ

一緒にお楽しみください。 

（若草学級担任） 

  

             

 

        「学校給食も今年でなんと１３０年」 

（生活指導部） 

 １月２４日から３１日は「全国学校給食週間」というのをご

存じでしょうか。日本での学校給食は明治２２年（１８８９年）

に始まり、今年でなんと１３０年になります。世代ごとの人気

メニューの調査では、保護者世代の第１位は「揚げパン」、第２

位「カレーライス」、第３位「ソフト麺」。今の小学生の第１位

は「唐揚げ」、第２位「ハンバーグ」、第３位「カレーライス」

だそうです。肉料理や洋食が人気のようですね。 

 日本の給食の目的はクラスの友達と楽しく食べるだけではあ

りません。衛生的に準備や後片付けができるようになること、

生産者や調理員等お世話になっている人へ感謝すること、日本

や世界の食文化を理解することなど「学びの場」でもあること

が海外からも注目されています。１月は昔のメニューを再現し

た給食が登場します。お楽しみにしていてください。 

1月 19日（土）に 

「獅子舞の会」 

を行います。 

○獅子舞の会：10時 15分～11時 45分 

       （10時 05分 開場） 

        東戸山小学校 体育館 

           12時下校（給食なし） 

保護者・地域の皆様のご参観をお待ちして 

おります。 

 

＜行事・日程のお知らせ＞ 

○４年・若草４年 

社会科見学 ２月 ５日（火） 

○若草学級（全学年） 

  特別支援学級連合作品展見学 

         ２月 ６日（水） 

 ○６年・若草６年 

社会科見学 ２月１９日（火） 

 ○５年・若草５年 

社会科見学 ２月２１日（木） 

学級代表委員会主催で 

募金活動を行います 
平成30年9月に発生した北海道胆振

地方中東部を震源とする最大震度７の
地震により、北海道に大きな被害が出
ました。学級代表委員会で話し合った
結果、この災害で被災された方々を支
援するため、日本赤十字社が行ってい
る「平成 30 年北海道胆振東部地震災害
義援金」に寄付するための募金活動を
行います。 

1 月 17 日（木）～1 月 19 日（土）
の登校時刻に学級代表委員が募金箱を
持って立ちます。ご協力のほど、よろ
しくお願いします。 

 

※１月 19 日（土）は、１・２校時の通常の 

授業公開は、行いません。ご了承ください。 


