
 

 

 

 

 

 

暖かな春を迎えるために 

校長 伊東 悌夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽専科 堀内 奈央 

 日頃より、保護者の皆様にはオーケストラ活動へのご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、一年間のオーケストラ活動の成果をご覧いただきたく機会として、「オーケストラ定期演奏会」を実施い

たします。今回の「オーケストラ定期演奏会」は感染症対策としてオーケストラ所属児童の保護者のみの鑑賞と

させていただきます。後日演奏の様子を「YouTube」にて全校保護者の皆様に限定配信をする予定です。ぜひ演

奏をご鑑賞いただき、子供たちを励ましていただくようお願いいたします。 

 

日時：令和４年３月１２月（土） 午前１０時～午前１１時３０分（予定） 

        場所：本校体育館 

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 

台東区立東浅草小学校 

校長 伊東 悌夫 

 ３月号 

令和４年２月２８日 

オーケストラ定期演奏会について 

「弥生３月」を目前に控え、令和３年度も残すところ１ヶ月となりました。今年度も、保護者の皆様

関係町会をはじめとする地域の皆様に支えていただきながら、子供たちの健康・安全を第一に教育活動

を進めてこられたこと、改めて深く感謝申し上げます。 

今年度は、東浅草小学校が創立２０周年の節目を迎えた１年間であり、３年にわたる大規模改修工事

によって、教育環境が大きく改善された１年間でもありました。本来であれば、本校に関わりのある皆

様方と共に喜びを分かち合いたい素晴らしい出来事がたくさんあったわけですが、長引くコロナ禍の影

響でこの思いも叶わない１年間ともなりました。このようにこの１年間を振り返ると、１日も早くこの

コロナ禍が収束し、多くの皆様に学校を訪れていただける日が来ることを願わずにはいられません。 

 

３月２４日（木）には、５１名の卒業生がたくさんの思い出を胸に、新たな旅立ちの日を迎えます。

卒業生の皆さんには、東浅草小で学んだ多くのことを自分の力に変え、自信をもって巣立ってほしいと

考えています。 

 さて、卒業生の皆さんは４月から中学生として、また１年生から５年生の皆さんはそれぞれ学年が一つ進級すること

で、新たな「１学期」を迎えます。その新たな「１学期」を気持ちよく、また意欲をもって迎えるためには「３学期は

次へ向けての０（ゼロ）学期」ということを意識してほしい！と、このところ子供たちによく話しています。 

 今の学年のまとめにしっかりと取り組みながら、気持ちの上ではもう次の学年の意識をもって行動すること、次の学

年でやるべきことは、実は少しずつ始まっているということに気が付くと、残りわずかとなった３学期の過ごし方が大

きく違ってくるかもしれません。新たな「１」を迎えるための「０（ゼロ）」の期間を大切に過すことで、卒業生も在

校生もますます大きく成長できると信じています。 

 今はまだ固く、硬い殻に包まれているように見える木々のつぼみの中では、 

暖かな春を迎えるために、青々とした葉を広げたり、可憐な花を咲かせたり 

する準備がすでに始まっています。私たちも心と体の準備を整え、気持ちも 

新たに暖かな春を迎えたいものです。 

 

http://www.taitocity.net/higashiasakusa-s/index.html


３月の行事予定 

日 曜 行事 
オケ 
朝練 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 火 
フッ素洗口 
ユニセフ 
募金集会 

パート       

２ 水 
特別時程 
6年生を 
送る会 

パート       

３ 木 特別時程 ３,４年 
4時間 
保護者会 

 
4時間 
保護者会 

 
5時間 
保護者会 

 

４ 金 特別時程 ５,６年  
4時間 
保護者会 

 
4時間 
保護者会 

 
５時間 
保護者会 

５ 土 土曜授業日 なし      
謝恩会
(PM) 

６ 日         

７ 月 
全校集会 
放課後 
学習教室 

６年       

８ 火  全体 読み聞かせ      

９ 水  全体 
食育指導 
(１組) 

    校外学習 

10 木 
なかよし班遊び 
フッ素洗口 

全体       

11 金  全体 体育集会 体育集会 体育集会    

12 土 
オケ 

定期演奏会 
       

13 日         

14 月 全校集会 弦・打       

15 火 児童集会 金・木       

16 水  弦・打 
食育指導 
(2組) 

    読み聞かせ 

17 木 
オケ発表集会 
フッ素洗口 

金・木      代替宿泊行事 

18 金  弦・打    体育集会 体育集会 代替宿泊行事 

19 土         

20 日         
21 月 春分の日        

22 火 全校集会 金・木       

23 水 給食終 なし     
卒業式 

前日準備⑤ 
卒業式 

リハーサル 

24 木 卒業式 なし 休み 休み 休み 休み 卒業式 卒業式 

25 金 
修了式 
午前授業 

なし 4時間 4時間 4時間 4時間 4時間 休み 

 
3／26（土）～4／５（火）春季休業日 

 
4月 

６ 水 始業式・入学式 新 2年生～6年生 8:05～8:15登校、9:00完全下校 

※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…１５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 
〇保護者会について 

  ３日（木）に保護者会を行います。 

 時間：13:40～14:15 

 場所：1－1教室とオンライン 

※詳しくは、別紙をご覧ください。 

〇食育指導について 

９日(１組)、１６日(２組)に「箸の

正しい使い方」をテーマに食育指導を

行います。学習後、ご家庭にワークシ

ートを持ち帰りますので、保護者の方

から一言コメントをお願いいたしま

す。 

〇キャリアパスポートについて 

ファイルを持ち帰りましたら、保護 

者欄に一言ご記入いただき、16日(水)

までに学校にご提出ください。 

 

学校から 
〇タブレットの持ち帰りについて 

今年度はタブレットの毎週末持ち帰り

にご協力いただきありがとうございまし

た。次年度へ向けてタブレットのアップ

デート等のため、春休み中タブレットの

持ち帰りは行いません。次年度に再度新

学年でタブレットを配布いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

〇卒業式について 

  24日（木）卒業式について変更があ

ります。5年生は登校し、式に参加しま

す。1～4年生はお休みです。 

４年生 
〇保護者会について 

   ４日（金）に保護者会を行います。 

  時間：14:20～14:55 

  場所：４－１教室とオンライン 

※詳しくは、別紙をご覧ください。 

〇キャリアパスポートについて 

  ファイルを持ち帰りましたら、保護

者欄に一言ご記入いただき、16日

（水）までに学校にご提出ください。 

〇総合的な学習の時間 

  「障害者の生活を知ろう」というテ

ーマで学習を進めています。オンライ

ンで聾学校の先生から話を聞いたり、

本やインターネットを使って調べたり

しています。今は、聾学校の４年生に

向けて、学校紹介動画を作成中です。

１組が校舎の様子、２組がオーケスト

ラやひがのんについて紹介します。 

５年生 
○保護者会について 

  ３日（木）に保護者会を行います。 

 時間：15:00～15:35 

 場所：5－1教室とオンライン 

 ※詳しくは、別紙をご覧ください。 

〇卒業式について 

  ５年生は、在校生代表として卒業式

に参列します。卒業式は大切な儀式で

す。服装（ボタンが取れていないか、

ポケットがほつれていないか、白の靴

下）を整え参列させてください。来

年、自分が卒業する姿をイメージさせ

ながら、心構えを指導してまいりま

す。 

〇家庭科調理実習について 

  昨今の感染状況を鑑み、今年度は中

止とします。動画などで代わりの学習

といたします。ご了承ください。 

 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。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u4UmmdlO&id=C82DBB33CBCC11F2A5303753AEFD732714F730BA&thid=OIP.u4UmmdlOWdJHdXu-fmzMvAHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fi0.wp.com%2fkodoira.com%2fwp-content%2fuploads%2f2019%2f03%2f212-2.png%3fssl%3d1&exph=900&expw=900&q=%e7%ae%b8%e3%81%ae%e6%8c%81%e3%81%a1%e6%96%b9++%e5%ad%90%e4%be%9b%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608019794257057892&FORM=IRPRST&ck=8BEC8941CBEAC650D5721AAC6B701764&selectedIndex=0


オーケストラ 

〇朝練習パート練習について 

全員が参加し、各教室に分かれてパ

ートごとに練習を行います。 

弦楽器…体育館 金管楽器…第一音楽室 

木管楽器…理科室 打楽器…第二音楽室 

 

〇放課後レッスン予定 

時間…14:30～16:00 

９日

（水） 

クラリネット 理科室 

トロンボーン 体育館 

ホルン 第一音楽室 

コントラバス 第二音楽室 

〇来年度の新団員への楽器サポート 

日時…３月１６日（水） 

    14:40～15:10 

場所…音楽室 

対象…６年生とパートリーダー、来年

度の新団員 

内容…現団員が新団員へ楽器の持ち方

や扱い方を教える。 

 

 

 

 

２年生 
○保護者会について 

  ４日（金）に保護者会を行います。 

 時間：13:40～14:15 

 場所：2－1教室とオンライン 

※詳しくは、別紙をご覧ください。 

○リコーダー購入について 

  3年生から音楽の学習で、リコーダ

ーを使用します。申し込み用封筒に

て、リコーダーのご購入をよろしくお

願いします。３月１１日（金）までに

担任に提出してください。その際以下

の２点にご注意ください。 

①封筒に書かれた名前が、そのままリ

コーダーに彫られます。一画ずつ、

正しい漢字で名前をご記入くださ

い。 

②音楽の学習で使用するリコーダー

は、「ソプラノのドイツ式」のものに

なります。ご家庭で用意する場合に

は、種類を十分にご確認ください。 

３年生 
〇保護者会について 
  ３日（木）に保護者会を行います。 

 時間：14:20～14:55 

 場所：３年１組教室とオンライン 

※詳しくは、別紙をご覧ください。 

〇キャリアパスポートについて 

 ファイルを持ち帰りましたら、保護

者欄に一言ご記入いただき、16日(水)

までに学校にご提出ください。 

〇理科の学習について 

学習の進度により、変更がある可能

性もありますが、今まで学習した豆電

球や磁石の特性を活かしたおもちゃを

作る予定です。その際、お菓子の空き

箱やトレー、ペットボトル等の材料を

使いますので、捨てずにとっておいて

ください。ご協力、よろしくお願いい

たします。 

 

６年生 
○保護者会について 
  ４日（金）に保護者会を行います。 
 時間：15:00～15:35 
 場所：6－1教室とオンライン 
 ※詳しくは、別紙をご覧ください。 
○校外学習について 
  詳細はしおりをご覧ください。お弁
当をご用意いただき、通常より早い
７：５０の登校ですが、ご協力お願い
いたします。 

○代替宿泊行事について 
  日光移動教室の代替宿泊行事を１７
日（木）、１８日（金）に実施します。
詳細はしおりをご覧ください 

○キャリアパスポートについて 
  お子さんが持ち帰りましたら、保護
者欄に一言ご記入いただき、１６日
（水）までに学校にご提出ください。
中学校でも、継続して使用します。 

○のびゆけ（通知表）について 
  ６年生は２３日（水）にのびゆけを
配布いたします。 

○卒業式について 
  詳細は、後日配布する手紙をご覧く
ださい。 


