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整える               

校長 田中 純一 

２月に入ると、マンサクの花が咲きます。マンサクの花は、一番寒い時期に枯れ葉の間から細長いひ

も状の黄色い花を咲かせ、ほのかな香りが春の訪れを感じさせてくれます。マンサクの花を見ると、や

わらかな黄色の花の温かさに心が穏やかになり、厳寒の中で花を咲かせる力強さに、気持ちが引き締ま

ります。 

 先日、２月５日（土）にコドモスマイル委員会とおやじの会の共催イベントとして、「パパママ先生の

お仕事図鑑」をオンラインで開催しました。４クラスに分かれ、80名を超える子供が参加しました。４

人の保護者の方からは、宇宙関連の仕事から、映画製作、助産婦さん、空手指導の仕事について、それ

ぞれ授業形式でお話をいただきました。授業では、仕事に就くまでの経緯や仕事の内容などを、クイズ

や実技も交えて分かりやすくお話してくださいました。お話は、「やってみたい」を見つけて挑戦するこ

と、あきらめずに続けて自信をもつこと、自分の仕事に誇りをもち、仕事を好きになることなど、実体

験に基づいた分かりやすい内容で、パパママ先生の思いや大切にしてきたことなどを子供たちに具体的

に伝えていただきました。 

今年度も残すところ、４週間余りとなります。子供たちは、１年間の自分自身の行動を振り返り、４

月からの新たな学年、学校に意識を向け目標を立てて、気持ちを整えながら学校生活を送っています。

この節目の時に、パパママ先生の授業から、好奇心や挑戦・自信をもつことなどの大切なメッセージを

いただいたことは、子供たちにとって大きな学びとなりました。 

３月、６年生は卒業に向けて、一人一人が小学校生活の総仕上げの思いをもち、気持ちを整えていき

ます。１年生から５年生は最高学年の温かさと凛とした姿を感じながら、４月から１学年進級すること

を自覚していきます。一日一日を大切に過ごしながら、24日（木）修了式、25日（金）卒業式を執り行

います。 

【学校便り・欠席連絡の変更について】 

〇学校便り 

学校便りは３月号より、ペーパレス化を図り、学年便りと統合して A３両面刷りで発行いたします。

月の行事予定は別紙 A4版で配布します。順次、ホームページからの配信に移行していきます。 

〇欠席連絡 

 欠席連絡は、Formsの機能を活用してデジタル化を図ります。 

 ※３月より、試行的に実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

小日向だより 
学 校 だ よ り ３月号 

ホームページ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/ 

３月の生活目標 『一年間のまとめをしよう』      生活指導主任 上田 博 

みなさんは、 責任感をもった行動ができていますか。「責任感」とは、「自分の仕事や行為につい

て責任を果たそうとする気持ち」です。「自分の仕事や行為」には、挨拶、身の回りの整理整頓、係

活動、掃除、下駄箱への靴や上履きの入れ方、よりよい友人関係づくり、正しい言葉づかい、時刻を

守る、感謝の気持ちを伝える、すすんで学習する、などがあります。責任感をもった行動ができる

と、周りから信頼されます。 

３月は、１年間のまとめの月です。自分ができていること、まだ十分ではないことをしっかり確か

めることが大切です。充実したまとめの１か月になるように指導していきます。 

３月の生活目標 『』              生活指導主任 上田 博 

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/


卒業にむけて               ６年担任 松脇 伸之 

 思い返すとあっという間に過ぎ去っていった１年間が終わろうとしています。６年生として過ごした

１年間、子供たちは様々なことに挑戦し、たくさんの学びを得てきました。時には、壁にぶつかること

もあったかもしれません。しかし、今、目の前にいる子供たちの姿を見ると、見事に長所を伸ばしなが

ら課題を克服してきたのではないかと感じています。何事にも前向きに取り組む姿勢、進取の気性に富

む姿が６年生の素晴らしい長所であると確信しています。 

 卒業式まで残り 18 日。最後まで６年生らしさを発揮して有終の美を飾ってほしいと思います。そし

て、大きく羽ばたいていってくれることを心から願っています。 

これまで成長を見守ってくださった保護者や地域の皆様、本当にありがとうございました。残された

小学校生活の中で自分自身の成長をしっかりと振り返り、多くの方々の支えの中で、今の自分があるこ

とへの感謝の気持ちを伝えられるようにしていきます。また、共に過ごしてきた仲間と一日一日を大切

に過ごし、４月からの中学校生活につながる充実した日々を送れるように指導・支援していきます。 

 

もうすぐ２年生                          １年担任 上間 愛 

期待と不安を抱え、1 年生として初めて校門をくぐった入学式からもうすぐ 1 年が経とうとしていま

す。１年生としての学校生活も、残すところわずかとなりました。 

生活科の学習で、学校での１年間を振り返りました。楽しかったこと、大変だったこと、がんばった

こと、できるようになったこと、一人一人が自分の成長に改めて気付くことができました。そして、も

うすぐ迎える新しい１年生に向け、「ワクワク楽しい気持ちで入学してほしい。」という願いを込めて、

手作りのおもちゃとメッセージを書いたメダルをプレゼントしました。 

コロナ禍の中、なかなか上級生との交流ができませんでした。しかし、だからこそ自分のことは自分

で取り組もうとする意識が育ち、クラスの友達同士で声を掛け合って助け合う姿が多く見られました。

自分の苦手なことも、周りの友達に支えられ、諦めずに挑戦する大切さを学び、できるようになった喜

びもたくさん味わうことができました。 

もうすぐ２年生。新しい１年生のお手本となれるよう、「２年生への意識」を高めながら、一日一日を

大切に過ごしていきます。 

 

小日向写真館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年生を送る会 

 

各学年からのプレゼントを、放送とパワーポ

イントを通して６年生に届けました♪ 

６年生からも、各学年に心のこもったメッセ

ージが贈られました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

しいの木学級 
【お知らせ】 

 ３/７（月）～３/１８（金）に３学期の振り返り、次

年度に向けた個人面談を行います。お忙しい中ですが、

よろしくお願いいたします 

【活動紹介（２月）】 

 自立活動の制作では、毎月カレンダーを制作していま

す。児童が何を作るかの案（折り紙を折る、ぬりえをす

るなど）を出し合いながら、協力して作っています。 

 

 

 

 

 

進学・進級にむけて、最後の一か月になりました。進級・

進学に対する意識を高められるような指導を心がけていき

ます。 

 学びの教室 
【お知らせ】 

○３学期の指導は、３月９日（水）までとなります。 

 ご協力ありがとうございました。 

○個人面談について 

 １４日（月）、１５日（火）、１６日（水）に行います。 

  

【活動紹介～３学期の取り組み】 

○協力キャッチャー（運動） 

 みんなでタイミングを合わせ４本のスズランテープ

につないだ輪ゴムを四角く広げ、時間内にできるだけ

多くのペットボトルをキャッチして目的地へ運びま

す。リーダーの声掛けに合わせたみんなの協力が成功

の秘訣です。 

  

１年生 

 

【今月の学習予定】 

国語 にているかん字 

いいこといっぱい、１年生 

算数 かたちづくり １年生のまとめ 

生活 もうすぐ２年生 

図工 こころのはなをさかせよう 

できたらいいなこんなこと 

体育 短なわを使った運動遊び 

走跳の運動遊び 

音楽 みんなであわせてたのしもう 

道徳 規則の尊重 家族愛 親切、思いやり 

伝統と文化の尊重 

学活 1年間の振り返り 

【活動紹介・お知らせ】 
○体育の「なわ跳びチャレンジ」では、目標に向かって
練習を頑張る子供たちの様子がたくさん見られまし
た。 
「あやとびが２０回出来るようになった！」と嬉しそ
うに報告する子や、「もっと練習して、跳べるようにな
りたい。」とやる気をもって元気に取り組む姿が輝き
ました。 

○生活の「もうすぐ２年生」では、１年間の自分の成長 
 を振り返りました。「新しい１年生に学校のことを教 
えてあげたい。」「出来るようになったことが増え 
た！」など、子供たち自身も次の学年に向けて、気持 
ちの変化が表れています。 

２年生 

 

【今月の学習予定】 

国語 スーホの白い馬  すてきなところをつ

たえよう  小日向カルタを作ろう 

算数 はこの形  ２年生のふくしゅう 

生活 マイ楽器を作ろう   

体育 走・跳の運動あそび  短なわ 

音楽 みんなであわせて楽しもう 

図工 すけるんたんじょう わっかでへんしん 

道徳 希望と勇気、努力と強い意志   

友情、信頼 

学活 １年間の振り返り お楽しみ会に向けて  

新１年生への贈り物 

【活動紹介・お知らせ】 

○リコーダー代金のお支払いについて  

支払日 ３月３日（木）４日（金） 

  保護者会がオンライン開催になったため、リコーダ

ー代金は、本日配布しました『申込袋』に必要事項を明

記し、代金￥２１００を入れてお子さんに持たせてく

ださい。 

○生活科「マイ楽器を作ろう」について 

  生活科で楽器作りをします。子供たちの考えた楽器

を作っていきたいと考えていますので、子供の計画が

できしだい材料の準備のご協力お願いします。 

お知らせ 

保護者会について    まん延防止重点措置の延長に伴い、オンラインでの開催といたします。詳細は別紙を

ご覧ください。 

漢字検定の返金について 中止に伴い申し込んだ方には返金をいたします。別紙にて詳細をお知らせします。 

荷物の持ち帰りについて 学年末のため、少しずつ荷物を持ち帰ります。手さげ等の準備をお願いします。 

皆勤賞について     新型コロナウイルス感染症の影響で、登校したくてもできない児童が増えています。

そのため、今年度より皆勤賞を取りやめます。ご理解の程お願いいたします。 

 



３年生 
 

【今月の学習予定】 

国語 
わたしたちの学校じまん、モチモチの木 

書写 

算数 ぼうグラフと表、３年のふくしゅう 

社会 区のうつりかわりと人々のくらし  

理科 じしゃく 作って遊ぼう 

音楽 
いろいろな音のひびきをかんじとろう 

音の重なりをかんじて合わせよう 

図工 
光のハーモニー 

タッチさわりごこち 

体育 
ネット型ゲーム、ベースボール型ゲーム 

なわとび、とび箱 

道徳 
感謝、生命の尊さ、 

希望と勇気・努力と強い意志 

総合 小日台レンジャー出動！  

外国語活動 Who are you？（きみはだれ？） 

学級活動 １年の振り返り 係活動 

【活動紹介・お知らせ】 

〇算数で、そろばんの学習をしました。講師の先生から、 

 そろばんの使い方や豆知識など楽しく教わりました。 

○コロナ対応の状況を鑑み、今年度予定されていた 

社会科見学の実施は中止といたします。 

 ４年生 
 

【今月の学習予定】 

国語 初雪のふる日 書写 新聞書き方指導 

算数 算数で読み解こう ４年生の復習 

社会 東京都の特色ある地域の様子（小笠原村） 

理科 生き物の１年 

音楽 曲の気分を感じ取ろう 

図工 ほってうつして 

体育 ボール運動 持久走 

道徳 
生命の尊さ 家族愛、家庭生活の充実 

勤労、公共の精神 感謝 

総合 手と心で伝えよう 

外国語活動 This is my day.（ぼく・わたしの一日） 

学級活動 １年の振り返り もうすぐ５年生 

【活動紹介・お知らせ】 

○２月 28日（月）から、あいさつ週間が始まります。

1週間バッチをつけてあいさつを行います。 

○１日に、新聞の書き方教室を行います。新聞の書き

方の基礎を学びます。ご家庭でも新聞の読み方につ

いて話題にしていただければと思います。 

○２月に実施予定だった落語教室を、３月に実施する

予定です。実施日が決まり次第で Teams お伝えしま

す。ご確認ください。 

  

５年生 
 

【今月の学習予定】 

国語 漢字の広場 大造じいさんとガン 

算数 
考える力をのばそう 

算数で読みとこう ５年の復習 

社会 環境を守るわたしたち 

理科 人のだんじょう もののとけ方 

音楽 思いを表現に生かそう 

図工 重ねてアート 

体育 器械運動（跳び箱） サッカー 持久走 

道徳 
希望と勇気、努力と強い意志 

生きる喜び 

総合 ロードトゥ６年生 

外国語活動 
Who is your hero? 

Check your steps3 

学級活動 ３学期、１年間を振り返ろう 

【活動紹介・お知らせ】 

○新６年生は、始業式・入学式の前に新年度を迎える準

備などの仕事をします。４月５日（火）の午前中に行

います。ご協力をよろしくお願いいたします。詳細は

保護者会資料をご参照ください。 

○「６年生を送る会」では、代表委員の児童が司会を務

め、６年生への感謝の気持ちを手紙に書いて渡しまし

た。 

６年生 
 

【今月の学習予定】 

国語 
今、私は、ぼくは 海の命 

中学校へつなげよう 

算数 算数卒業旅行 

社会 世界の未来と日本の役割 

理科 電気の利用 人の生活と自然環境 

音楽 音楽で思いを伝えよう 

図工 １２才の力で 

体育 跳び箱 バスケットボール サッカー 

道徳 感謝 よりよく生きる喜び 

総合 卒業を創ろう 

外国語活動 My Future,My Dream. 

学級活動 ３学期、１年間を振り返ろう 

【活動紹介・お知らせ】 

○健康努力児童ついて 

文京区の６年生を対象とした、健康努力児童の選抜

が行われました。本年度、本校からは２名が選ばれ

ました。該当児童には直接伝えました。 

○2/21にゲストティーチャーとして小豆川先生をお招

きして放射線の授業をしていただきました。また、

明日がゲストティーチャーとして小川先生をお招き

し、遺跡の授業をしていただきます。授業の内容に

ついて、ご家庭でも聞いていただけたらと思います。 

 

 

Effort & Compassion 
 


