
 

 

 

 

 

 

 
  梅雨の季節を迎えて  

校長 岩田 佳三  

先日の運動会は、いかがでしたでしょうか？校庭がリニューアルされて初めての運動会でした。まだま

だ制限付きの運動会でしたが、今後もコロナウィルス感染予防に努めながら行事を行っていきます。 

さて、梅雨の時期、長雨で鬱陶しいと感じる方も多いと思います。しかし、私はこの季節が好きです。

この時期でないとお目にかかれないものがあるからです。例えば、サクランボ、ビワなどのフルーツ、そ

してアジサイの花。最近では品種改良が進み、いろいろな名前の花が目につきます。学生時代、教授の手

伝いをしただけですが、「アジサイの花色の変化について」が大学の卒業論文のテーマでしたので、思い

入れの強い花です。どうしたら赤になるのか、青になるのか、今では花屋さんに行けば簡単に教えてくれ

ます。雨の中、アジサイの葉にカタツムリがよく似合う季節です。心の中では、晴ればれとした気持ちで

過ごしていきたいものです。雨は花だけでなく、農作物にとっても恵みの雨です。雨が降らずにダムの水

が枯れてしまった年も過去にありました。ただ、最近は地球温暖化が原因とされる大型の台風や線状降水

帯による長雨が大きな被害を毎年のようにもたらしています。これから秋にかけての季節、もしも水害が

発生した場合、どこに逃げたらよいか、一人一人が考えておく必要があります。また、ビルやマンション

にお住まいの方は、垂直避難と言われる高層階に避難できるよう話し合っておくとよいでしょう。ハザー

ドマップでご自宅を確認し、水害で浸水被害の危険性があるご家庭は、一番近い避難場所を確認し、実際

に逃げることができるのか確認しておくことも大切です。備えあれば憂いなし、災害に備え命を守ること

は、学校でも児童に指導します。各ご家庭でも今一度話し合っていただきたいです。 

転任された先生から 

 

 

 

着任された先生方からのメッセージ 

 

 

 

 

 

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 

 ６月号 

令和４年５月３１日 

令和４年度

 台東区学力向上推進ティーチャーとして 9 年間、主に算数の学習を通して子供たちと関わらせて
いただきました。明るく元気で、何事にも一生懸命取り組んでいる子供たちが大好きでした。でき
なかった計算や、解けなかった問題が解けた時の子供たちの笑顔を見るたび、私も嬉しくなりまし
た。充実した時間を過ごさせていただき、本当にありがとうございました。     小見 恵子 

 
 

            小見 恵子 
毎朝４時半起きでオーケストラの児童の登校を見守ってい

ます。児童の挨拶から元気をもらう日々です。私が小学生の

時に楽器と出会っていたら、違った人生を歩んでいたと思い

ます。生涯の思い出だけでなく、将来に活かせる時間にして

ほしいです。             校長 岩田 佳三 

東浅草小学校の子供たち、保護者・地域の皆様は思いやり

深いと感じることが多い 2 か月間でした。温かな学校に赴任

することができ、大変嬉しいです。算数の面白さ、便利さ、

大切さ、を実感できる授業を子供たちとつくっていきます。    

算数少人数担当 佐々木 かおる 

オーケストラの音色と大きな声で交わされる挨拶を聞きな

がら､東浅草小学校の子供たちと時を共に過ごせること嬉しく

思っています。一人一人の良さを大切にしながら、子供たち

の成長の一助となれるよう頑張ります。 

あおば教室専門員 井上 一彦 

東浅草小学校の子供たちは、いつも元気な挨拶をしてくれ

るので、とても明るい気持ちになります。１年生と廊下を歩

いていると、「お先にどうぞ。」と譲ってくれる上級生の優し

さに素敵な学校だなと感じています。これから、どうぞよろ

しくお願いします。      １年１組担任 丸山 杏理 

児童の元気な挨拶や親切な行動から毎日、東浅草小学校の

すばらしさを感じています。児童と年齢が一番近いので、そ

のことを生かして児童に寄り添えるようにたくさん学び、楽

しく学習できるようがんばります。               

３年２組担任 近藤 玲央       

 ２か月が経ち、目が合うと子供たちの方から笑顔で声をか

けてくれるようになりました。挨拶が上手で校舎内を走り回

ることが無い、落ち着いた東浅草小学校に着任できたことを

嬉しく感じています。よろしくお願いします。                    

講師 百瀬 広子 
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６月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 水     保健指導   

２ 木 
なかよし班遊び 
耳鼻科検診 

     租税教室 

３ 金 フッ素洗口     体育集会 
学力向上を図
るための調査 
体育集会 

体育集会 

４ 土        

５ 日        

６ 月 
全校集会 

教育実習生受入始 
      

７ 火 巡回相談日  歯科検診  歯科検診 歯科検診  

８ 水 午前授業      

研究授業のため

６年２組のみ 

５時間授業 

９ 木 
児童集会 
フッ素洗口 

      

10 金 水着販売 体育集会 
食育授業 
(1組) 
体育集会 

体育集会    

11 土        

12 日        

13 月 全校集会    クラブ活動 

14 火  
保健指導 
(1組) 

 
水泳事前健診 
学力向上を図
るための調査 

水泳事前健診  

15 水 
プール開き集会 
避難訓練 

 
食育授業 
(2組) 

    

16 木  水泳事前健診 校外学習   水泳事前健診 

17 金 スポーツテスト 体育集会    

18 土 
土曜授業日 

道徳地区公開講座 
ＰＴＡ歓送迎会 

      

19 日        

20 月 
全校集会 
水泳指導始 

      

21 火  
保健指導 
(2組) 

校外学習     

22 水 フッ素洗口       

23  木 
スポーツテスト 

予備日 
      

24 金 午前授業     
２組のみ 

5時間授業 
 

25 土        

26 日        

27 月 全校集会       

28 火        

29 水 音楽集会    
水道キャラバン 

食育授業(1組) 
  

30 木 定期健康診断終  保護者会  保護者会 保護者会  

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。 



学校運営連絡協議会委員の紹介 

今年度の学校運営連絡協議会委員の皆様をご紹介いたします。日頃より東浅草小学校の児童の健全育成のために

多方面にわたりご支援ご協力をいただいております。 

〇浅草町二町会長    北浦 孝悦様        〇ＰＴＡ顧問     今關 顕治様 

〇清川地区主任児童委員 飯田 雅美様        〇玉姫児童館館長   藤田 麻美様 

〇青少年委員      小川 多恵子様       〇声掛け隊代表    長谷川 泰弘様 

〇ＰＴＡ会長      菅原 祐介様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校から 
〇スポーツテストについて 
  17日(金)にスポーツテストをリバーサイドスポーツセンターの競技場で行います。標準服で登
校し、学校で体育着に着替えます。雨天の場合は、23日(木)に延期となり、17日は通常授業とな
ります。持ち物の確認をお願いします。 

 【持ち物】リュック・水筒・汗拭きタオル・ハンカチ・ティッシュ・予備のマスク・雨具 
 
〇水泳指導について 
  20日(月)の週より水泳指導が始まります。健康調査票（6/1配布）を１０日（金）までにご提
出ください。水着・水泳帽・バスタオル等の準備をお願いいたします。10日(金)１５時１５分か
ら 1６時３０分に水着等の販売を体育館にて行いますので必要な方はご利用ください。「プールカー
ド」には、必ず体温の記入と押印をお願いします。（※ボールペン等でのサインは不可となります） 

 
〇保護者会について 
  30日（木）と 7月 1日（金）に保護者会があります。4年生の常総市移動教室と 5年生の霧ヶ
峰移動教室、6年生の日光移動教室の説明会も併せて行います。1学期の様子や夏休みの過ごし方
について等を担任からお話させていただきます。ぜひご参加ください。 

４年生 
〇常総市移動教室保護者説明会について 

 30日（木）の保護者会で、常総市移
動教室の保護者説明会を行います。当
日の活動予定や持ち物等についてお知
らせいたします。初めての宿泊学習と
なりますので、ぜひご参加ください。 

 
〇歯科保健指導について 
  手鏡を持たせてください。実施後に歯
ブラシやデンタルフロス等を配布しま
す。 

 
〇忘れ物について 
  毎日持ってくるもの、宿題等の忘れ物
が多くなっています。 

  ハンカチ、ティッシュは毎日必ず清潔
なものを持たせてください。また、宿題
や提出物はご家庭でも確認していただけ
ますようよろしくお願いいたします。 

３年生 
〇校外学習について 
  16日（木）にバスで台東区内を回り
校外学習を行います。当日は８時１５分
までに登校してください。天候に関わら
ず実施しますので、お弁当の用意をお願
いします。詳細につきましては、後日配
布します、しおりをご確認いただくよう
お願いします。 

 
〇学習道具について 
  図工で使用しているスモックですが、
洗濯のために持ち帰ると、次の学習まで
に持ってくるのを忘れてしまうことがあ
ります。毛筆の学習でも使用しますので
連絡帳でチェックしていただき、忘れ物
がないようにお願いします。 

 
〇図工の材料の用意について 
  6月の図工で、「使える紙粘土工作」を
行います。ペン立てや写真立て等家で使
えるものを設計してつくるため、牛乳パ
ックや空き箱等用途に合わせた材料の用
意をお願いします。 

各行事の詳細については、後日プリントを配布いたしますのでご確認ください。 
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。 



 

 

 

 

 

1年生 
〇鍵盤ハーモニカについて 

  ６月より、鍵盤ハーモニカを使いま

す。全ての付属品（ケースや唄口、ホ

ースなど）に記名をしてください。ま

た、唄口を拭くミニタオル（ケースに

入る大きさ、薄さのもの）をご用意く

ださい。 

６月３日（金）までに持たせてくだ

さい。 

 

〇タブレット端末の持ち帰りについて 

  今週末からタブレット端末の持ち帰

りが始まります。タブレットの説明書

と一緒に持って帰りますので、自分で

ログインしたり、課題に取り組んだり

できるように、ご家庭でも練習をして

ください。 

月曜日には、タブレットと充電器と

説明書を必ず持たせてください。よろ

しくお願いします。 

５年生 
〇2４日の下校時刻について 

  ２４日（金）は、研究授業のため、

下校時刻が以下のようになります。よ

ろしくお願いいたします。 

１組 午前授業 １ ３ 時 頃 下 校 

２組 ５時間授業 １４時２０分頃下校 

 

〇霧ヶ峰移動教室保護者説明会について 

 ３０日（木）の保護者会で、霧ヶ峰

移動教室の保護者説明会を行います。

当日の活動予定や持ち物等についてお

知らせいたします。 

ご多用とは存じま 

すが、ご参加して 

いただきますよう 

よろしくお願いし 

ます。 

 

２年生 
○町探検について 

  生活科の学習で、学区域内を歩いて

探検する活動を予定しています。自分

の住んでいる町には、素敵な場所があ

ることや自慢できるたくさんの人がい

ることに気付けるような、学習にした

いと考えています。探検の日程は、後

日連絡帳でご連絡します。当日は、気

温が高くなることが予想されますの

で、校帽と水筒を忘れずに持たせてく

ださい。お願いします。 

 

○校外学習について 

  6月 21日(火)は校外学習を予定して

おります。大型バスで出かけ、校外で

過ごします。詳細につきましては、後

日改めてご連絡いたします。 

 

〇食育指導について 

実施後のワークシートにおうちの方

からのコメントをお願いいたします。 

６年生 
〇日光林間学園保護者説明会について 

 ７月１日（金）の保護者会で、日光

林間学園の保護者説明会を行います。

当日の活動予定や持ち物等についてお

知らせいたします。ご多用とは存じま

すが、ご参加していただきますようよ

ろしくお願いします。 

 

〇調理実習について 

「朝食から健康な１日の生活を」の 

学習で、６月中に調理実習を行いま

す。昨年度と同様に、必要な食材の準

備を各家庭にお願いすることになりま

す。事前に担任から指示がありますの

で、担当になった食材を調理実習当日

に持たせてください。ご協力よろしく

お願いします。 


