
 

 

 

 

 

 

子供たちの笑顔のために 

副校長 森 健一郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転任された先生方から 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 岩田 佳三 

 ５月号 

令和４年４月２８日 

令和４年度

お世話になった６年の間に、創立１５周年と２０周年という大切な節目の年を過ごさせていただ
きました。「自分やみんなを大切にする子」の教育目標の下、東浅草の子供たちが素直に元気に成長
することができたのは、保護者の皆様や地域の方々がいつでも子供たちを大切にしてくださったか
らこそだと感じています。本当にありがとうございました。           伊東 悌夫 

 保護者の皆様、地域の皆様、７年間大変お世話になり
ました。学校ではいつも笑顔で話しかけてくださり、ま
た地域に出ると遠くからも挨拶してくださり、とても心
地のよい７年間でした。子供たちはとても素直で、一緒
にいて楽しいことばかりでした。転出したくないという
のが素直な気持ちです。遠くから、東浅草小学校の益々
のご発展を心よりお祈り申し上げます。松澤 宏樹 

東浅草小学校の子供たちの笑顔と元気は私にとっての
エネルギーの源でした。それも、保護者や地域の皆様が
みんなで子供たちを支え学校に送り出してくださってい
たからです。東京都に赴任して初めての学校ということ
もあり、長い間過ごした東浅草小学校は私にとってはふ
るさとのような大切な存在となりました。ありがとうご
ざいました。              長井 祐子 

 温かい保護者の皆様、地域の皆様とかわいい子供たち
に囲まれ、とてもとても幸せな６年間でした。たくさん
一緒に考えて、たくさん一緒に笑って、たくさん一緒に
学んで、素晴らしい経験を積むことができました。この
財産をしっかりと胸に刻んで、前進していこうと思いま
す。東浅草小学校が大好きです。本当にありがとうござ
いました。              多田 亜紀子 

 東浅草小学校に 4 年間お世話になりました。巡回指導
を受けていた児童とは集団活動等で一緒にゲームをする
こともありました。4 月から区内の忍岡中学校に勤務し
ております。中学校ということで心配になることもあり
ましたが、忍岡中学校の 1 年生に 4 人の東浅草小学校の
卒業生が入学してきました。とても心強いです。 

飯野 司 

東浅草小学校開校２１周年目がスタートし、約1か月が経ちました。1年生も、それぞれ進級した２か

ら６年生も学級・学年の友達や担任の先生に慣れたことかと思います。新型コロナウイルス感染症につ

いてはこれからも対策は継続していく必要がありますが、対策を万全にして少しずつできることが増え

ていくことを願ってやみません。 

先月は、1年生が入学し、Teamsを使ってではありますが、対面式や1年生を迎える会を行うことができ

ました。対面式では６年生が1年生に向かって「学校がきれいなので、これからもきれいに使いましょ

う。」「挨拶がみんなできます。続けていきましょう。」と東浅草小学校の自慢を紹介してくれまし

た。この他にも東浅草小学校では、オーケストラ活動があり、保護者の皆様に支えられて活動していま

す。今年行われる行事も、PTAをはじめ保護者の皆様や地域の皆様のお力をお借りすることと思います。 

コロナ禍の状況の中で、行事等を進めていくことは、難しさや工夫が必要かと思いますが、子供たちの「楽しかっ

た！」「がんばった！」という思いとともに、「笑顔」を引き出すことができれば、私たちも「やってよかった！」と

嬉しさが何倍にもなって返ってきます。子供たちの笑顔と成長のために、職員一同、力を合わせて教育活動に取り組ん

で参りますので、ぜひ、保護者の皆様、地域の皆様、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

 暖かくなり、日も長くなってきました。地域を回っているとたくさんの子供たちが公園で遊んでいる姿を見かけま

す。とても楽しそうに遊んでいますが、人数が多くなると声が大きくなってしまったり、道路に広がって遊んだりして

いる姿を見かけることもあります。近隣の方にご迷惑にならないような遊び方を学校でも指導して参りますが、ぜひご

家庭でも遊びの様子について話を聞いていただき、必要に応じた声掛けをお願いいたします。放課後もたくさん遊んで

子供たちの笑顔があふれる地域にさらになっていければ嬉しく思います。 
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５月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 日        

２ 月 全校集会    代表委員会 委員会活動 

３ 火 憲法記念日       

４ 水 みどりの日       

５ 木 こどもの日       

６ 金     体育集会 

７ 土        

８ 日        

９ 月 
全校集会 
生活リズム 
向上週間始 

     視力検査 

10 火 フッ素洗口 視力検査      

11 水 
特別時程 
安全指導 

    聴力検査  

12 木 児童集会   聴力検査    

13 金 
特別時程 
5時間 

 聴力検査     

14 土        

15 日        

16 月 
特別時程 
個人面談 

聴力検査      

17 火 
特別時程 
個人面談 

      

18 水 

特別時程 
個人面談 
腎臓検診２次 
生活リズム 
向上週間終 

      

19 木 

特別時程 
個人面談 

腎臓検診２次追加 
眼科検診 

      

20 金 
特別時程 
個人面談 

      

21 土 三社祭       

22 日 三社祭       

23 月 全校集会    クラブ活動 

24 火 
なかよし班活動 
避難訓練 
フッ素洗口 

      

25 水 
特別時程 
一斉下校 

      

26 木 
児童集会 

運動会リハーサル 
      

27 金  体育集会    

28 土 運動会（４時間授業） 

29 日 運動会予備日       

30 月 振替休業日       

31 火 全校集会    代表委員会 委員会活動 

 

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 
４時間（給食あり）…１２時５５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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校から 
〇運動会について 
  今年度からは、会場を本校の第 2校庭と日本堤公園で運動会を行います。一昨年度から時間短縮
のため、中学年、低学年、高学年の３回、保護者入れ替え制で行っています。 

  ５月６日（金）から運動会練習が始まりますので、水分補給のため、水筒や汗拭きタオルを持た
せてください。詳細は後日、ご案内を配布いたします。（登校は通常で、下校は 12時 15分頃にな
ります。） 

 
 日時 ５月２８日（土） 予備日５月２９日（日） 

  演技開始予定時刻 中学年 ８時４５分 低学年 ９時４５分 高学年 10時４５分  
 
〇衣替えについて 
  6月 1日から夏季の制服（半袖ポロシャツ、白い校帽）に衣替えをします。移行期間として、5
月 15日～31日までの間は、上着を着なくても良いです。ご準備をお願いいたします。 

 
〇個人面談について 
  １６日(月)から個人面談が始まります。お忙しい中、日程調整等ご協力いただきありがとうござ
いました。５月６日(金)に面談予定表を配布いたします。短時間ではありますが、お子様の学習の
様子や生活の様子についてお話しさせていただきます。保護者の皆様と共通理解を図る貴重な機会
となりますので、よろしくお願いいたします。 

 
〇生活リズム向上週間について 
  連休が明けた９日(月)から１８日(水)まで「生活リズム向上週間」を実施します。「早寝・早起
き・朝ごはん」は各家庭でも実施されていると思いますが、子供たちが自分自身の 
生活習慣を見直す機会にしたいと思っています。カードを配布しますので、毎日保 
護者のサインをお願いいたします。 
ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

４年生 
〇漢字辞典について 

  授業で漢字辞典を使います。ご家庭

にありましたら持たせてください。学

校からも貸し出しますので、新たに購

入していただく必要はありません。 

 

〇分度器について 

  分度器を使用する学習に入ります。

授業で使用する分度器は一括購入させ

ていただきます。分度器以外にものさ

し、三角定規も使いますので、ご準備

よろしくお願いいたします。 

 

〇運動会で使用する衣装について 

   表現で黒または紺の Tシャツを着用

します。記名の上、袋に入れ持たせて

ください。11日（水）までにお願い

します。 

 

３年生 
〇習字セットについて 

  第 3週目頃より、毛筆の学習を開始す

る予定です。習字セットの準備をお願い

します。持ってくる日については、連絡

帳でお知らせしますので、ご確認をお願

いします。 

 

〇植木鉢について 

理科の学習で、植物を育てます。1年

生の時にあさがおを育てるために購入し

ていただいた植木鉢と水やり用のペット

ボトルを持たせてください。９日（月）

までに持たせてください。よろしくお願

いします。 

 

〇運動会で使用する衣装について 

  表現で黒または紺の Tシャツを着用し

ます。記名の上、袋に入れ持たせてくだ

さい。11日（水）までにお願いしま

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。 

 



 

 

 

 

1年生 
〇下校について 

  ５月から５時間授業が始まるため、

下校時刻は１４時３０分頃になりま

す。 

 

〇あさがおについて 

  生活科の学習で、あさがおの種まき

を予定しています。毎日水やりをする

ので、空のペットボトル（５００ｍ

Ｌ）にマジックで名前を書いて、６日

（金）までに持たせてください。（キャ

ップは必要ありません。） 

  なお、ミネラルウォーターなどの容

器が柔らかいものは避けていただくよ

うお願いします。また、キャップが大

きい容器は、水やり専用のキャップが

装着できないため、一般的な大きさの

ものをご用意ください。よろしくお願

いします。 

 

５年生 
○あいさつ当番について 

  ５月は５年生があいさつ当番を担当

します。当番の日には、８時までに登

校し、ランドセルを１階の廊下に置い

てから活動します。遅れないようご協

力をお願いいたします。 

 

〇家庭科の学習について 

  家庭科では、感染症予防対策を十分

に行った上で、調理実習を行います。

調理実習の日には、「エプロン、三角

巾、マスク、ハンドタオル、食器用ふ

きん、（実習内容によって）食材等」を

ご用意ください。ご協力お願いいたし

ます。 

 

 

２年生 
○野菜の栽培について 

 ・５月２日（月）にミニトマトの種ま

きをします。体育着で行う予定で

す。 

 ・水やりをしますので、５００ｍＬの

ペットボトルに名前を書いて、もた

せてください。 

 

○４月２０日（水）の１年生を迎える会 

４月２６日（火）の学校たんけん 

・どちらもがんばりました。1年生の

お兄さん、お姉さんになるための

「節目」を作る行事、学習活動とし

て取り組みました。 

・上級生としての自覚が感じられまし 

た。ご家庭でのご協力や励ましをい

ただき、ありがとうございました。 

 

６年生 
○家庭科の学習について 

  家庭科「わたしたちの生活時間」

で、「家族と過ごす時間を工夫しよう」

のねらいのもと、自分の生活時間を見

直し家族との時間をつくろうという学

習を行っております。連休中、ご家族

に質問したりご協力いただいたりする

ことがあるかもしれません。よろしく

お願いします。 

 

○７月の保護者会について 

  先日の保護者会へのご参加ありがと

うございました。７月１日（金）の保

護者会ですが、日光移動教室の説明会

も兼ねますので、ご多用とは存じます

がご参加いただけますよう、ご協力よ

ろしくお願いします。 

 

 


