
 

 

 

 

 

 

セーフティブランケットを見付けよう！ 

副校長 森 健一郎  

１月１１日（火）、3 学期の始業式に元気な子供たちの姿を見ることができてとても嬉しく思いました。

しかし、新型コロナウイルスの感染者数が急に増え、本校も感染を防ぐために、2日間の休校となり、保護

者の皆様も子供たちも不安が大きかったことと思います。また、東京都も新型コロナ「まん延防止等重点措

置」が２月１３日（日）まで適用されることから、さらに感染予防対策に取り組む必要性があります。学校

でも、手洗い、うがい、換気、黙食等に継続して取り組んで参ります。ご家庭でも十分お気を付けください。 

 新型コロナウイルスによる感染防止に向けた全国一斉の臨時休校から、2年が経とうとしています。昨年

末は感染者数が少なくなり、学校では子供たちが一同に集まれることを目指していました。しかし、オミク

ロン株を中心に感染者が増加し、また生活や活動に制限がかかることになりました。このような状況の中、

気持ちがなかなか晴れない子供たちもいると思います。そのようなときは以下のようなことを考えたり、試

したりして心を落ち着けるようにしてはいかがでしょうか。 

 心理学の領域に「セーフティブランケット」という言葉があります。これは、「赤ちゃんや子供にかけて

あげる毛布やひざ掛け」のことで、赤ちゃんは「フワフワしたもの」や「お気に入りの毛布」などに包まれ

ることで、安心して泣き止んだり、眠ったりすることから、「セーフティブランケット」とは、自分にとっ

て「安心」や「癒し」を感じさせるような物事を思い出したり、触れたりすることで、嫌な気持ちを少なく

する効果のことを指します。例をあげると、「とても楽しかった思い出」、「感動した言葉」、「ペットや植物

の写真」、「ふるさとの風景」、「大好きな歌や曲」など、自分の心が安らぐもの、何かほっとするものであれ

ば何でも大丈夫です。子供であれば、家族に手をつないでもらったり、話を聞いてもらったりして安心を得

ることも「セーフティブランケット」と言えます。これらの物事に意識を向むけ、心を落ち着けることで、

安心して日々の生活を送ることができると言われています。今の生活で子供たちは心にモヤモヤを抱えて

いることもあるかと思います。ぜひ、心がほっとしたり、癒されたりする「セーフティブランケット」につ

いてお子さんと話をして、探してみてください。 

一日も早くこのコロナ禍の状況が終息することを願っています。お子さんのことで、何かご心配なことが

ありましたら、引き続き、遠慮なく学校にご連絡ください。 

台東区立小・中学校 みんなの作品鑑賞会について 

図画工作科 石川 奈保子 

 例年 2月の学校便りでは、東京都公立学校美術作品展覧会と台東区立小・中学校連合作品展のご案内をしてお

りました。しかし、昨年度から感染症対策のためこれらの作品展は残念ながら中止となっています。その代替展

示として、今年度は「台東区立小・中学校 みんなの作品鑑賞会」を行います。 

 この作品鑑賞会は、区内小・中学校の書写・家庭科・図画工作科・美術科・技術科の代表児童作品を区のサー

バー上で公開し、各学校で児童がタブレットＰＣを用いて鑑賞を行います。校内のみの鑑賞会のため、保護者の

方の鑑賞はできませんが、今後も児童が様々な作品に触れる機会をもてるように区・学校が連携して取り組んで

まいりますので、鑑賞会の感想などをぜひご家庭でお子さんに聞いてみてください。 

東浅草小だより  
台東区東浅草 2-27-19 TEL 03(3875)0035 FAX 03(3871)9515 

http:// www.taitocity.net/higashiasakusa-s/index.html 
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２月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
オケ 
朝練 

１ 火 心の相談室       5,6年 

２ 水        6年 

３ 木 フッ素洗口       3,4年 

４ 金     体育集会 体育集会 体育集会 5,6年 

５ 土         

６ 日         

７ 月 
全校集会 
クラブ活動 

      3,4年 

８ 火 安全指導日  

読み聞かせ 
学びの 

キャンパス
プラン 

  
スピーチ 
大会 

スピーチ 
大会 

5,6年 

９ 水 フッ素洗口  
食育指導 
(1組) 

読み聞かせ 
スピーチ 
大会 

スピーチ 
大会 

  ６年 

10 木  
スピーチ 
大会 

スピーチ 
大会 

    3,4年 

11 金 建国記念日        

12 土         

13 日         

14 月 全校集会      
日光事前 
検診 

5,6年 

15 火       
日光 
移動教室 

3,4年 

16 水   
食育指導 
(2組) 

 読み聞かせ  
日光 
移動 
教室 

5,6年 

17 木 フッ素洗口      
日光 
移動教室 

6年 

18 金 
放課後学習
教室 

体育集会 体育集会 体育集会  
学びの 

キャンパス
プラン 

 3,4年 

19 土         

20 日         

21 月 
全校集会 
クラブ活動 

      5,6年 

22 火 
なかよし班 
遊び 

学びの 
キャンパス
プラン 

     3,4年 

23 水 天皇誕生日        

24 木 
音楽集会 
フッ素洗口 

    読み聞かせ 
卒業制作①
～④ 

5,6年 

25 金 
放課後学習 
教室 

   体育集会 体育集会 体育集会 ６年 

26 土         

27 日         

28 月 
全校集会 
安全指導日 
委員会活動 

   
5時間 

代表委員会 
  3,4年 

※今月の避難訓練は、予告なしで行います。 

各学年の時数（変更がある場合は上表に時数があります。） 

学年 月 火 水 木 金 土 
1 5 5 5 5 5 4 

2・3 5 6 5 6 5 4 
４・５・６ 6 6 5 6 6 4 

 

下校時間の目安 
４時間（給食なし）…１２時１０分頃 
５時間…１４時３０分頃・６時間…１３時１０分頃 
特別時程５時間…１４時０５分頃 
特別時程６時間…１４時５０分頃 
※変更する際は改めてお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年生 
〇あいさつ運動について 

 ２月２１日(月)～３月４日(金)の２週

間は、1年生があいさつ運動の当番で

す。正門に立って、登校してきた人にあ

いさつをします。当日は、８時に登校す

るように声かけをお願いします。出席番

号で割り振っていますので、ご確認をお

願いします。遅刻、欠席の場合は、次の

当番の日に行います。 

 ２／２１：１組の１～５ 

 ２／２２：１組の６～１０ 

 ２／２４：１組の１１～１５ 

 ２／２５：１組の１６～１９ 

 ２／２８：１組の２０～２３ 

 ３／ １：２組の１～６ 

 ３／ ２：２組の７～１１ 

 ３／ ３：２組の１２～１６ 

 ３／ ４：２組の１７～２３ 

 

学校から 
〇学校便りについて 

 今月号から、学校便りの形式を変更さ

せてただきました。SumaMachiにてア

ンケートを行います。ご協力をお願いい

たします。 

 

〇東浅草小学校ミニバザー中止について 

 2月５日（土）に予定されていた「東

浅草小学校ミニバザー」は感染症対策の

ため中止となります。ご理解いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

４年生 
 

〇算数の学習について 

 ２月の学習で「直方体・立方体」の学

習を行います。お菓子やティッシュ等の

空き箱を学習に使いますので、箱の形の

ままご用意ください。 

学習が始まりましたら連絡帳でお伝え

いたしますので、予めご用意ください。 

 

〇家庭学習の取り組みについて 

 計算ドリル等の丸付け・直しなど、ご

協力ありがとうございます。 

今後も、学習内容の定着のため、継続

して丸付けをしていただくようお願いし

ます。 

５年生 
〇家庭科の学習について 

 １月からの学習「食べて元気！」で調

理実習も行う予定でしたが、感染症予防

のため調理実習の実施を延期します。今

後の状況によっては、中止する場合もあ

ります。中止の場合は、調理の課題を出

します。詳しくは、後日改めてご連絡し

ます。 

＜お願い＞ 

 家庭科で身の回りの整理整頓の学習を

行いました。その学習の中で、手紙やワ

ークテストをお家の方に提出していない

ことが課題として上がりました。 

 そこでワークテストに関しては、お家

の方に確認印をもらうことにしました。

詳しくはお子さんにお聞きください。ご

協力お願いします。 

 今後も、行事等が変更

となる場合があります。

変更等は SumaMachiで

ご確認ください。 



 

 

 

 

２年生 
〇学びのキャンパスについて 

 2月 8日（火）に講師の方から万華鏡

にまつわるお話を聴いたり、実際に作成

したりします。万華鏡の奥深さや綺麗な

世界が校内で体験できる機会です。当日

は手作りの万華鏡を持ち帰る予定です。 

 

〇生活科「明日へジャンプ」について 

 生活科の学習では、これまでの自分の

成長をファイルにまとめています。 

 ３月末に完成したファイルを持ち帰る

予定です。 

 

 

３年生 
〇あいさつ運動 

1月３１日（月）～２月１８日（金）

は３年生があいさつ当番を担当します。   

各自の担当日は連絡帳等で連絡しますの

で、担当日には 8：0０に登校できるよう

ご協力をお願いします。 

 

〇コンパスの確認をお願します 

 算数では今月下旬に図形の学習でコン

パスを使用します。ねじのゆるみや記名

を確認して持たせてください。 

  

 

６年生 
〇日光移動教室について 

 改めてしおりを配布します。持ち物な

ど、ご確認の上、準備をお願いします。

また、健康観察を毎日しっかりと行い、

学校で使用しているカードに記入漏れが

ないように、確認を 

お願いします。 

 

 

〇家庭科について 

 ミシンを使って、ティッシュカバーを

作成します。作業が早く終わってしまっ

た場合は、自分の作りたい物を作成しま

す。今まで学習したこと（フェルト小

物、刺し子、クロスステッチなど）を参

考に、布や糸の準備をお願いします。 

オーケストラ 

〇放課後レッスン予定 

時間…午後２時３０分～午後４時 

日にち 場所 楽器 

９日

（水） 

理科室 フルート 

体育館 トランペット 

第一音楽室 ビオラ 

 

〇定期演奏会に向けて練習を行う曲 

・パントマイム（弦） 

・こんにちはトランペット（金） 

・つきよ（木）・竈門炭次郎のうた（打） 

・この山光る（３年） 

・ソーラン節（4年） 

・Let it go（５年）・美女と野獣（６年） 

・Always 三丁目の夕日（３、４年） 

・驚愕（５、６年）・校歌（全員） 

自分が演奏する曲を練習しておくようお

声がけください。 

 


