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取組みの過程を励ます言葉かけ 

校長 田中 純一 

全国的に猛暑が続いた今年の夏、各家庭におかれましては、熱中症や新型コロナウイルス感染症の対

策をしながら過ごされたことと思います。夏季休業中における感染症等によるご報告、ありがとうござ

いました。町会や青少年健全育成会では、子供たちが楽しいひと時を過ごせるように夏祭りや肝試しな

どを催していただきました。当日は、ワクワク・ドキドキする子供たちの笑顔がたくさん見られました。

多くの方にご支援ご協力いただきましたことに感謝申し上げます。 

それぞれに夏の過ごし方を工夫されたことと思いますが、私は夏の夕暮れ時が好きなので休みの日に

は気温が少し下がってから、夕暮れ散歩を楽しみました。家の周りには野菜を育てている農家があり、

ブルーベリーやブドウ畑もあります。農道のなごりのような細い道を歩いていると、軒下に風鈴を下げ

ているお家があり、涼しげな音色が響いてきます。白子川の源流の起点では、子供がザリガニ捕りに夢

中になっていました。湧き水の場所にはアブラハヤが群れています。タイミングが合えば、カワセミも

見ることができます。ゆったりとした時間の流れが心地よく感じられ、自分自身の心身の状態も実感で

き、ゆとりをもつことの大切さを改めて感じました。 

今日から２学期が始まります。校庭は工事ヤードが縮小され、活動できるスペースが広がりました。

また、人工芝が新しく張り替えられ、真新しい青い芝が敷き詰められました。増築校舎は鉄骨の基礎が

出来上がり、校舎の大きさを感じられるようになりました。来週からダンスフェスティバルに向けての

練習を始めます。幼稚園の園庭もお借りしながら練習に取り組んでいきます。２学期は遠足や社会科見

学などの学年行事もあり、11 月には音楽会があります。一つ一つの行事では、取組み目標を子供自身が

意識できるように投げかけ、子供の主体性や活動に取組む意欲を引き出し、学年の一体感や個々の達成

感や充実感を味わうことができるように取り組んでいきます。 

全国高校野球選手権で初優勝した仙台育英学園高等学校の須江監督は、優勝インタビューでコロナ禍

でも諦めずに取り組み続けたことなど、全国の高校生の努力を称えました。このスピーチで、多くの人

が励まされ、勇気付けられたことと思います。学校でも言葉かけをするときに、子供たちの取組みの過

程における努力やよさを励まし、主体性や意欲を高める言葉かけを大切にしていきたいと考えます。

様々な活動の中で疲れが溜まることもあります。子供も教職員も、「疲れたときはひと休み」を心掛け、

自分の心と体の状態に気付くことができるように、心にゆとりをもつことも大切に考えていきます。 

２学期も検温、手指の消毒やマスクの着用など、基本的な感染症対策を継続しながら教育活動を進め

てまいりますので、引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

小日向だより 
学 校 だ よ り ９月号 

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

９月の生活目標 『けじめのある生活をしよう』        生活指導主任 上田 博 

２学期が始まりました。夏休み中の生活から学校生活のリズムに戻すことが大切です。学校では、起
きる時刻・寝る時刻、学習用具の準備、挨拶について指導していきます。ご家庭でもお声がけくださ
い。 
小日台ダンスフェスティバルの練習が始まります。暑さ対策をしながら、時刻を守り、けじめのある

行動がとれるよう指導していきます。 
「秋の全国交通安全運動」が９月 21日（火）から９月 30日（木）まで実施されます。 
道路を歩くときの合言葉「はひふへほ（はしらない ひろがらない ふざけない へんなひとにつ

いていかない ほどうをあるく）」、「自転車安全利用五則」を守るよう、安全について指導します。 

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


音楽の学習について                     音楽専科  中川眞結 

音楽の学習では、自らの考えを言葉だけでなく、歌唱や楽器演奏、身体の動きなど、様々な方法で表

現する活動を行います。一人一人がのびのびと楽しみながら表現することができるよう、友達同士でよ

さを認め合うことを大切にしています。また、「こういう風に歌うには、どう工夫すればいいのかな？」

「この部分を聴くのが好きだな。なんでだろう？」という児童の考えを引き出し、音楽を通して、自ら

の考えを深める力を付けることができるように指導しています。 

今年度は、音楽会の開催を予定しています。感染予防のために制限が多い状況が続いていますが、他

学年の児童や保護者の方々に演奏を聴いてもらうことのできる貴重な機会となります。音楽会に向けて

も、友達同士で認め合うことや考えを深めることを大切にし、児童が達成感をもつことができるように

指導していきます。 

 

学びの教室について                 「学びの教室」主任  髙橋 典子 

子供たちには、一人ずつそれぞれに得意なこと、苦手なことがあります。しかし、その差が大きい場

合は自分のクラスでの学習や指導だけではなかなかうまくいかないことがあります。そのことにより、

子供が本来、学習したい、友達とかかわりたいと思っている意欲がそがれてしまうことがあります。そ

うなる前にその子に合った学び方を練習したり、さまざまな場面での対応の仕方を個別に学んだりする

ことが必要な場合があります。 

 そのような子供たちが細やかな指導を受けることができるよう、「学びの教室」ができました。学びの

教室は、一人一人がもっている力を伸ばすために、それぞれに合った学び方で学習する教室です。在籍

する学級で友達と過ごしながら、決められた時間、校内の「学びの教室」で指導を受けます。一人一人

の子どもが十分に力を発揮して楽しい学校生活が送れるように指導しています。 

 

避難訓練について                         担当  中澤 裕介  

本日は、引き渡し訓練にご協力いただき、ありがとうございました。 

学校では、月に１回避難訓練を行っています。地震の場合は、素早く机の下に潜り、火災の場合は素

早く口にハンカチを当てることを毎回指導しています。また、自分の命を自分で守れるように、「おかし

も」（おさない・かけない・しゃべらない・もどらない）を合言葉に取り組んでいます。回数を重ねるご

とに子供たちがしっかりと判断して行動できるようになっています。避難訓練以外でも、いつどこで災

害が起きても落ち着いて行動が出来るように防災ノートを使って、危ない場所や災害時の行動について

考えています。ぜひ、ご家庭でも日頃から災害時の行動について話し合ってください。 

 

小日向写真館 
 

 

 

改修工事の様子です 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しいの木学級 

【活動紹介】 

〇お料理じゃんけん（コミュニケーション） 

  友達とじゃんけんをしながら材料カードを集め、料

理の完成を目指す活動です。自分から友達に話しかけ

ることや、丁寧な言葉でのやりとりを学びます。全員

とじゃんけんをしないとカードが揃わないので、短い

時間でたくさんのコミュニケーションを取ることが

できます。材料が揃ったら、料理カ

ードがもらえるので、みんな張り

切って取り組んでいました。 

 

【お知らせ】 

〇保護者会について 

  ９月７日の保護者会は、交流学級へのご参加をお願

いいたします。今回は、しいの木学級での保護者会は

行いません。 

 学びの教室 

【活動紹介】 

  〇学びの忍者修行～サーキットトレーニング（運動） 

トランポリン、ボッチャ、ラダー、お手玉、バラン

スロード、バランスボールを使って運動をしました。

バランスをとって動かしたり、体をコントロールし

たりしながら様々な課題に取り組みました。 

最後はそれぞれが成果を発表しました。  

  

【お知らせ】 

○２学期の指導について 

９月 12日（月）、14日（水）から指導を始めます。 

○個人面談について 

 10月 17日（月）、19日（水）に行います。 

 

  

１年生    
 
 
【活動紹介】 
９月２日（金）より、小日台ダンスフェスティバルの

練習を始めます。学年集会では、１学期の振り返り、２
学期のめあて、感染症対策や小日台ダンスフェスティバ
ルのめあてなどを話します。 
【お知らせ】 
〇教科書の配布について 
国語、生活科、図画工作の下巻を配布しました。国語

は、９月中旬までは上巻を使用します。生活科と図画工
作の下巻は２年生で使用しますのでご家庭で保管をお
願いいたします。 
〇カタカナ・漢字の学習について 
２学期より、カタカナと漢字の学習を始めます。カタ

カナ帳や漢字ドリルを使って学習を進めていきます。 
〇図画工作の学習について 
図画工作の教科書 26ページ「ふわふわゴー」を学習し 

ます。教科書を参考に、カップラーメンの空き容器やス
チロールトレーを１個、飾りを付けるための毛糸やモー
ル、折り紙、はぎれ布などをご準備ください。９月 16日
（金）までに持たせてください。 
〇植木鉢について（あさがお） 
９月１日（木）～９日（金）８時～17時、３日（土）

９時～12時に学校まで持ってきてください。保健室前に
クラス表示を掲示してあります。 
〇９月の学校徴収金について 
２学期の教材費は 3,500 円です。９月の給食費・PTA

会費は 4,920円です。振替は、９月５日（月）を予定し
ています。口座に 8,420円をご用意ください。 

２年生 

 

 

【活動紹介】 

１学期終わりに町たんけんへ行き

ました。暑い中でしたが、場所や人

をよく見ていました。２学期の「も

っとなかよしまちたんけん」の学習

に生かしていきたいと思います。 

【お知らせ】 

○植木鉢について 

 夏休みの間、野菜のお世話をしていただき、ありが

とうございました。９月 13日（火）～９月 20日（火）

に保護者の方に植木鉢を学校に持って来ていただきた

いと思います。１組は体育館前、２組は保健室前、３組

は学びの教室の前に置いてください。 

〇教科書について 

 本日、国語と算数の下巻を配布しました。２学期の

途中から使用します。使用する際は、お知らせします

ので、ご家庭で保管をお願いします。 

〇９月の学校徴収金について 

２学期の教材費は 3,000円です。９月の給食費・PTA

会費は 4,920 円です。振替は、９月５日（月）を予定

しています。口座に 7,920円をご用意ください。 

 

お知らせ 

あいさつ運動について １、６年生が朝のあいさつ運動を９月 13 日から９月 16 日まで行います。 

小日向ダンスフェスティバルについて  １０月１日（土）の午前中に実施します。当日は５時間授業となります

ので、弁当を持たせてください。詳細は後日配布するお知らせをご覧ください。 

練習が多くなりますので、体育着、水筒、汗ふきタオルを持たせてください。 

体育着の洗濯が間に合わない場合は、代わりに短パンと白を基調としたＴシャツでも構いません。 

にこにこ 😊え・が・お 



 

３年生 

 

 

【活動紹介】 

 ９月２日１校時に学年集会を行います。小日台ダンス

フェスティバルや音楽会などの行事に楽しくがんばれ

るよう励ましていきます。 

【お知らせ】 

〇教科書の配布について 

 国語、算数、図画工作の下巻を配布しました。記名を

し、使用開始まで、ご家庭で保管をお願いします。また、

ノートの残りのページ数が少なくなりましたら、１学期

に使用していたノートと同じ種類の新しいノートの購

入をお願いします。 

〇運動会について 

３年生は、「花笠音頭」の表現運動を行います。それに

伴い衣装と花笠を購入させていただきます。 

〇９月の学校徴収金について 

２学期の教材費は 4,200 円です。９月の給食費・PTA

会費は 5,370円です。振替は、９月５日（月）を予定し

ています。口座に 9,570円をご用意ください。 

 ４年生 
 

 

【活動紹介】 

 ２学期初めの学年集会を行います。小日台ダンスフ

ェスティバルや音楽会等多くの行事がある２学期の見

通しがもてるようにしていきます。行事等を通して、

１学期よりも「考動」する力を身に付けていきたいと

考えています。 

【お知らせ】 

〇教科書の配布について 

 国語と算数の下巻を配布しました。記名をし、使用

開始まで、ご家庭で保管をお願いします。また、ノート

の枚数が少なくなったら、購入をお願いします。 

〇運動会について 

４年生は、フラッグを使った表現運動を行います。

それに伴い、フラッグ（340円）を購入させていただき

ます。 

〇図工の持ち物について 

夏休み中に集めた「文京区見どころ絵ハガキ」の資

料を、９月５日（月）までに持たせてください。 

〇９月の学校徴収金について 

２学期の教材費は 7,700円です。９月の給食費・PTA

会費は 5,370 円です。振替は、９月５日（月）を予定

しています。口座に 13,070円をご用意ください。 

  

５年生 

  

 

【活動紹介】 

 明日、学年集会を行います。小日台ダンスフェスティ

バルなど２学期の行事についての話や、高学年としての

学年のめあてについて話をする予定です。 

【お知らせ】 

○教科書の配布について 

教科書を２冊配布しました。記名をお願いします。社

会下・算数下は２学期中旬から使用します。使用する際

は、各クラスでお知らせしますので、それまでご家庭で

保管をお願いします。 

※図工下は６年生で使用するため、学校で保管させてい

ただきます。６年生のはじめに配布します。 

○小日台ダンスフェスティバルについて 

５年生は「ソーラン節」を披露する予定です。それに

伴い、ハッピを購入させていただきます。（540円）ご承

知おきください。 

○９月の学校徴収金について 

２学期の教材費は 5,000 円です。９月の給食費・PTA

会費は 5,820円です。振替は、９月５日（月）を予定し

ています。口座に 10,820円をご用意ください。 

６年生 

 

 

【活動紹介】 

 ２学期初めの学年集会を行います。小日台ダンスフ

ェスティバルや陸上記録会、社会科見学、音楽会など

行事の多い学期です。小日台ダンスフェスティバルで

は、表現のテーマや行事に取り組む心構えについて話

し合います。 

９月 12日（月）からは、あいさつ週間です。今回は、

椎の木班１班～９班の児童が、率先してあいさつを行

い、学校中にあいさつを広めます。 

【お知らせ】 

○小日台ダンスフェスティバルについて 

表現運動で使用するバンダナ（110円）を購入させて

いただきます。 

〇９月の学校徴収金について 

２学期の教材費は 5,000円です。９月の給食費・PTA

会費 5,820 円です。振替は９月５日（月）を予定して

います。口座に 10,820円をご用意ください。 

 


