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こころの温かさと命の尊さ 

副校長 橋本 則子 

 今年の1月は、例年になく大雪が降りました。真っ白

な校庭に飛び出していく子どもたちの弾けるような笑顔

を見ていると、こっちまで幸せな気持ちになりました。 

寒い中でも思い思いに雪を楽しみ元気に遊ぶ子どもたち

の姿を見ていると、昔自分が子どもだった頃を思い出し

ました。雪国で、冬が長く厳しい寒さの中で毎日を過ご

したのですが、なぜか温かな思い出がたくさんあります。

友達と汗だくになるまで遊んだ雪合戦、吹雪の中やっと

たどりついた家の明かり、お鍋の湯気の向こうの家族の

顔、こたつに入って遊んだトランプやゲーム、買い物帰

りに買ってもらったたい焼き、雪の下に咲くクロッカス、

ふとした瞬間、懐かしく思い出されます。寒いからこそ

感じる人とのふれあいの温かさを味わったのだと思いま

す。今月は、ふれあい月間です。子どもたちにも、心が

ほっと温かくなる瞬間を感じ取れる人になってほしいで

す。そして、周りの人の心を温かくできる人であってほ

しいと思います。 

 1月26日(金)の学校公開では6年生が助産師の宋先生

に「命について」の出前授業をしていただきました。生

まれてくることそのものが奇跡なのだと教えていただき

ました。また、27日(土)の道徳授業地区公開講座では盲

目のピアニスト島筒英夫先生に「生きるすばらしさ」と

いう演目で弾き語りコンサートをしていただきました。

2 歳で視力を失われた先生の経験とピアノの調べに、改

めて生まれたことの素晴らしさと生きることの意味を考

えさせられた時間となりました。「目が見えないからこそ、

人生の宝物のピアノに出会えた。」「嫌なこと辛いことは、

人生の宝物に出会う入口だ。」という言葉は子どもたちの

胸にも響きました。これから成長していく子どもたちに

この思い出が温かく残り、そして、かけがえのない存在

としての自分を大切に、周りの人も同じように大切にで

きる人に育ちますように、これからも保護者の皆様と一

緒に見守り、育てていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校便り             No.450 

教務主任 

子どもたちの学習や生活の様子をお知らせし、１年間

の成長を振り返るとともに、学校とご家庭の連携を深め

るため、下記のように保護者会を行います。今年度最後

の保護者会です。ご多用のことと存じますが、ぜひご出

席ください。 

４・５・６年生 ３月５日（月）14:40～ 各教室 

１・２・３年生 ３月９日（金）14:40～ 各教室 

生活指導主任 

２月は東京都教育委員会が人権教育や心の教育等を推

進する取り組みとして位置付けた今年度3回目の「ふれ

あい月間」です。本校でも、「いじめや暴力はいけないこ

と」についての講話を校長が朝会で行うとともに、各学

級でも子どもたちにアンケート調査を改めて行うなど、

いじめ、暴力行為等の問題行動について総点検を行い、

現状や日頃からの人権教育や心の教育の取組みの効果等

の把握、未然防止や早期発見、早期対応等につながる取

組みを行います。これまでのアンケート調査と同様に、

自分自身のことと周りの友達のこと、先生のことで、嫌

な思いをしたことがあるかについて聞きます。また、自

分が友達に嫌なことを言ったりしたりしたことがある

か、自分自身のことについても質問します。いろいろな

立場から自分を振り返ることでいじめは許されないとい

う意識をより深めるためです。 

ご家庭には、子どもたちの心の耕しを図るために親子

読書への協力を呼びかけております。 

 子どもたちの健やかな成長に向けて、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

 

ふれあい月間の取り組み 

              図書担当 

２月１３日（火）から２月２３日（金）まで親子読書

です。読み聞かせをする・親子で一緒に読書をする・お

互いが読んだ本について話すなど、方法は様々です。本

を通して、親子で共有できる時間を作ってみてください。 

【低学年】『ねこのピート だいすきなしろいくつ』 

     『ガストン』 

【中学年】『世界でいちばんやかましい音』 

     『日本のむかしばなし』 

【高学年】『最初の質問』          

     『白い花びら』 

保護者会のお知らせ 

親子読書におすすめ本紹介 
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2月20日（火）に、元アトランタオリンピック体操日

本代表田中光さんによる体操教室があります。詳細は、

後日配布するお手紙をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月の生活目標「寒さに負けず元気に生活しよう」 

 

 

２月の主な予定 

日 曜 朝 行事等 

1 木 仲よし 
 

2 金 読書 長なわ成果発表会①  

3 土 
  

4 日   

5 月 全校朝会 ふれあい給食（1年）委員会活動 

6 火 きくきくドリル 天神っ子 

7 水 学級 Ｂ 安全指導 午前授業 

8 木 保健集会 
 

9 金 読書 長なわ成果発表会② 長なわタイム終 

10 土    

11 日 
 

建国記念の日 

12 月  振替休日 

13 火 
放送朝会 

計算 

読書旬間始  

プラネタリウム（４年） 

14 水 学級 Ｂ 

15 木 学級 社会科見学（６年）親子読書始  

16 金 読み聞かせ 新一年生保護者説明会 入学前プログラム 

17 土  
 

18 日  
 

19 月 全校朝会 クラブ活動 クラブ見学（３年） 

20 火 計算・漢字 
お誕生給食会（２・３月生）  

オリパラ体操教室 

21 水 学級 Ｂ 親子読書終 

22 木 音楽朝会 演劇鑑賞教室（４年）ふれあい給食（６年） 

23 金 読書 読書旬間終  

24 土  
 

25 日  
 

26 月 全校朝会 
クラブ活動最終  

富久ソラのこども園との交流（１年） 

27 火 計算・漢字   

28 水 学級 B 午前授業 

○進んで元気な声で挨拶する。 

○外に出て、元気に遊ぶ。 

○うがい、手洗いを忘れずにする。 

○薄着で元気に生活する。 

研究主任 

 今年度も昨年度に続き「進んで運動に取り組む児童の育

成」を目指して、体育の研究を進めてまいりました。 

子どもたちが進んで運動に取り組むために、学習過程の

工夫、場の設定やルールの工夫、関わり合い・学び合いの

工夫を行ってきました。チームやグループで互いを認め合

いながら活動できるよう作戦ボードを使用したり、「きら

きらことば」「ぽかぽかボイス」といった互いを励ました

り賞賛したりする言葉を促すような言葉を価値づけてい

きました。また、運動の種類や用具を自分で選択できるよ

うにしたり、運動が苦手と感じる子どもも意欲的に参加で

き、全員で楽しむためのルール作りをしたりしました。 

 各学年で行った研究授業は以下の通りです。 

1年生 鬼遊び「宝取りゲーム」（１月） 

2年生 運動遊び「シュートボール」（9月） 

3年生 体つくり運動「多様な動きをつくる運動」（10月） 

4年生 ゴール型ボール運動「アルティメット」（11月） 

5年生 陸上運動「走り高跳び」（12月） 

6年生 器械運動「跳び箱運動」（６月） 

 子どもたちが楽しんで体を動かすことができるように、

これからも学校全体で授業研究に取り組んでいきます。 

校内研究のまとめ 

 

 

 ５年担任 

「もうすぐ最高学年になるんだ。」３学期は６年生にな

った自分を想像することから始まりました。４月から、運

動会、女神湖夏季施設、グリーンアドベンチャー、学芸会、

社会科見学など様々な行事で「高学年としての行動」を意

識してきました。あと２か月で最高学年です。いつも頼り

にしてきた６年生から大切なことをしっかり引き継ぎ、来

年度、天神小学校のリーダーとして活躍できるよう、頑張

ります。 

～２０１８年 がんばりたいこと（玄関掲示より）～ 

☆ 六年生 たくさん仕事 やりきるぞ 

☆ 仲よしは みんなをひっぱり レッツゴー！ 

☆ がんばるぞ りっぱな六年に なることを 

☆ 仲よしはん まとめるリーダー エイエイオー！ 

☆ 下学年 やさしくお世話 してあげる  

☆ 学校行事 何でも進んでできる 六年生へ 

☆ ６年生 色々な事に ちょう戦だ 

☆ ６年に 向けて考え しっかりもつ 

☆ なかよしはん 指示を迷わず しっかりと 

☆ 目標は 進んでやるぞ 自分から 

☆ ぼくたちは いつでもたよれる ６年生 

５年の窓 

お知らせ 


