
 

 

 

 

 

 

 

副校長 森 健一郎   

夏休みが明けて、早くも１ヶ月が過ぎました。今年は、夏休みの水泳学習が熱中症の危険があったた

め、中止となった日がありました。ようやく暑さも落ち着き、朝晩は肌寒さを感じる季節となりました。

季節の変わり目は体調を崩しやすくなる時期です。日々の健康管理と「食事」「睡眠」「運動」を意識し

たいところです。 

さて、先日、５年生の教室では国語の授業で「敬語」の学習が行われました。敬語の種類「尊敬語」

「謙譲語」「丁寧語」の種類を理解し、相手の立場や状況を考えた敬語の使い方について学習していまし

た。子供たちからは「目上の人に対して」「自分を下に見るようにして」と相手を意識した発表が聞かれ

ました。この時、教室の雰囲気が温かく感じたのは、子供たちの発する言葉が丁寧だったこと、古来より

伝わる日本語の温かさがあったからではないかと感じました。 

担任時代に、体育の授業で、「魔法の言葉」を子供たちとともに見付ける学習をしました。「体育の授

業」と「魔法の言葉」がどのようにつながるかピンとこないかもしれませんが、次のような学習です。３

年生の「ボールゲーム（ボールを使った運動学習）」の学習でバスケットボールをイメージしてくださ

い。子供たちは自分たちのチームで練習をしたり、作戦を考えたりして、技能を身に付けながら、ゲーム

で勝敗を競い合います。体育の学習では、勝ち負けにこだわり過ぎて、言い合いやトラブルが発生し、泣

き出す子や興奮してしまう子がいます。そこで、私は子供たちの「言葉」に注目し、チームメイトや相手

チームのメンバーを気持ちよく、温かくする言葉を「魔法の言葉」として見付けていこうと問いかけまし

た。すると子供たちは、勝敗を気にしながらも「ドンマイ！」「ナイスプレー！」「やったね！」といっ

た声を次々に見付け、使っていきました。学習が進んでいくと、励ましの声に加えて、「〇〇さん！今の

動きよかったよ！次は僕のここにボールを出してね！」といったように、プレーについての具体的なアド

バイスも聞こえるようになりました。 

このような温かい言葉がたくさん飛び交う体育の授業で、子供たち一人一人が積極的に声を掛け合い、

プレーが上達していきました。きっとミスしても安心してプレーができるようになったのでしょう。中に

は、「〇〇さんがまだ点を取ってないから、みんなでパスを回していこう！」と自分たちで考え、盛り上

がったチームもありました。そのチームは残念ながら最下位になり、全員が号泣したのですが、それでも

「このチームでよかった！」「また次の運動でも魔法の言葉を使うチームにしたい！」と前向きな言葉が

聞かれました。 

この体育の授業で子供たちが見付けた「魔法の言葉」は、模造紙で１０枚程度になり、教室に掲示しま

しました。体育の授業だけでなく、日々の授業や生活の中でも「魔法の言葉」は頻繁に使われ、子供同士

の言葉によるトラブルも少なくなり、温かい雰囲気でいっぱいになったように思いました。 

相手にとって温かい言葉は、自分にとっても温かく響き、きっと自分に戻ってくるし、周りの雰囲気を

よりよいものにし、人間関係を豊かにする一つの手段になると思います。ぜひ日頃子供たちが使っている

言葉に注目してみてください。学校の授業中と休み時間では使う言葉や丁寧さは違ってくるでしょうし、

学校とお家でも違ってくると思いますが、何か見えてくること、気付くことがあるかもしれません。 

学校では日々子供たちがたくさんの言葉を発しています。適切な言葉の使い方、使ってはいけない言葉

や相手を思いやる言葉の種類などを丁寧に指導してまいります。挨拶がとてもよくできる東浅草小の子供

たちに「魔法の言葉」が加われば、これまで以上に相手も自分も大切にする子供たちが育つことでしょ

う。そんな「魔法の言葉」を子供たちとたくさん見付けて、日頃使っていけるようにしたいと思います。

ぜひ、ご家庭でも子供たちと話題にしてください。 

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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１０月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 土        

２ 日        

３ 月 
全校集会 
安全指導日 

   代表委員会 
委員会活動 

（６年卒アル撮影） 

４ 火 巡回相談日    校外学習   

５ 水 午前授業       

６ 木 
委員会発表集会 
フッ素洗口 

      

７ 金 体育集会   
食育指導 
(１組) 

 
学びの 

キャンパスプラン 
 

８ 土        

９ 日        

1０ 月 スポーツの日       

1１ 火 全校集会       

1２ 水 人権スピーチ大会   
読み聞かせ 
食育指導 
(２組) 

子供を笑顔にする

プロジェクト 
 

連合運動会
練習 

1３ 木 避難訓練       

1４ 金 フッ素洗口      
連合運動会
練習予備日 

1５ 土        

1６ 日        

1７ 月 連合運動会壮行会    クラブ活動（６年卒アル撮影） 

１８ 火 
こころの相談室 
医師の学校訪問日 

     連合運動会 

１９ 水 午前授業  
２年生のみ 
５時間授業 

    

2０  木  校外学習      

2１ 金 午前授業       

2２ 土        

2３ 日        

2４ 月 
特別時程(５時間) 
個人面談① 
フッ素洗口 

      

2５ 火 なかよし班    
環境・ごみ減
量リサイクル
講演会 

 
連合運動会
予備日 

2６ 水 
特別時程(５時間) 
個人面談② 

 読み聞かせ     

2７ 木 
特別時程(５時間) 
個人面談③ 

      

２８ 金 
特別時程(５時間) 
個人面談④ 

歯科検診  歯科検診  歯科検診  

２９ 土        

３０ 日        

３１ 月 
全校集会 
フッ素洗口 

   代表委員会 
委員会活動 

（６年卒アル撮影） 

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 
〇衣替えについて 
  １０月より衣替えになります。冬服と紺の校帽の用意をお願いします。３日（月）から１４日
（金）までは移行期間のため、気温に合わせてブレザーを着用せずに登校しても構いません。着
用しない場合も校内での着用時のために持たせてください。１７日（月）からはブレザーを必ず
着用して登校するようにお願いします。 

  また、防寒着として紺・グレー・黒のセーターやベスト、上着の着用ができます。詳しくは７
月に配布した「東浅草小学校の約束」にて、ご確認ください。 

 
〇なわとびについて 
  今月より毎週金曜日に全校で体育集会を行います。各学年でなわとびや大なわを使って体力向上
を目指します。全校児童がなわとびを使用しますので、ご家庭で記名をし、長さの調節をして持た
せてください。 

 
〇学芸会に向けて 
  学芸会が１１月１９日（金）２０日（土）に行われます。今年度は、１９日（金）が児童鑑賞
日、２０日（土）が保護者鑑賞日として午前のみの開催で公開いたします。 
感染症対策として、一昨年度の「ひがしのたからばこ（音楽会）」と同様に、各学年完全入れ替
え制、各家庭２名までの鑑賞とし、人数を制限させていただきます。そのため、後日全校の劇を収
録した「学芸会ＤＶＤ」を販売する予定です。 

  今月より各学年で練習を始めていきます。保護者の皆様には衣装等でご協力をお願いする場合が
あります。子供たちが舞台で輝けるよう応援・支援をしていただきますよう、よろしくお願いしま
す。 

４年生 
〇校外学習について 
  ４日（火）に校外学習を行います。 
  
見学場所：本所防災館・水再生センター 
集合時間：8:10（通常登校） 
持ち物：お弁当を忘れずに！ 
※詳しくは、お配りした「校外学習のし
おり」を読んで、準備をお願いしま
す。 

 
〇学芸会について 
  学芸会練習を 11日（火）より開始し
ます。配役が決まりましたら、ご家庭で
台本の読み込み練習をお願いいたしま
す。 
また、役に合わせた衣装の用意をお願
いいする場合があります。ご協力をお願
いいたします。 

 

３年生 
○学芸会について 

  ７日までには配役を決定する予定で

す。役によって衣装が異なり、準備をお

願いすることがあるかと思います。その

際は、お便りにて詳しくお伝えする予定

です。ご協力をよろしくお願いします。 

〇食育指導について 

「いろいろな味を見つけよう」という

テーマで砂糖、塩、ココア、レモンパウ

ダーを味見します。アレルギー等がある

場合はご連絡ください。 

〇書初めの道具斡旋について 

  個人面談期間に、だるま筆等の書初め

の道具を展示します。書初めではだるま

筆と書初め用の長い下敷きが必要になり

ます。１２月の学習から使用予定です。 

  ご家庭で揃えて頂いてもかまいません

が、学校での申し込みを希望される場合

は面談期間にご覧ください。 

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 
○生活科の学習について 

「かぞく にっこり だいさくせん」の

ご協力ありがとうございました。「家族を

にっこりさせたい！」「家族の役に立ちた

い！」と張り切って取り組んでいまし

た。温かい言葉掛けやコメントの記入な

ど、ご多用の中ありがとうございまし

た。 

 

〇校外学習について 

 １０月２０日（木）に、校外学習とし

て、舎人公園に行きます。後日、しおり

を配布しましたら、ご確認ください。 

 この日は、お弁当と水筒のご準備をお

願いします。 

 

〇なわとびの購入について 

 学校で購入を希望される方は、配布し

た封筒にお金を入れて、１０月１１日

（火）までに持たせてください。 

 

５年生 
○学びのキャンパスプランについて 

  ７日（金）は、東京都美術館でスク

ールプログラム「上野ウェルカムコー

ス」の体験学習を実施します。登校

後、電車で美術館に向かい、給食前に

帰校します。 

  登 校：通常登校 

  持ち物：リュック、連絡帳、水筒 

      筆記用具、予備マスク 

      ハンカチ、ティッシュ 

      給食袋、歯みがきセット 

      健康観察カード 

※帰校後、給食を食べます。 

 

○就学時健診について 

  ２１日（金）は、就学時健診があり

ます。給食後、来年度の１年生のため

に、お手伝いを行います。１３：３０

頃の下校予定です。 

２年生 
○町探検について 

１０月４日（火）３・４校時に生活科

の学習で「町たんけん」に出かけます。 

１学期にできなかったインタビューを通

して、町の人と関わり、自分たちの町に

ついてより詳しくなってほしいです。 

 

○研究授業日の下校予定時刻について 

 １０月１９日（水）は研究授業のた

め、２年生の下校時刻は１４：１０ごろ

を予定しています。 

 

６年生 
〇卒業に向けての書類について 

  卒業に向けての書類に使用する児童や

保護者の方の氏名（戸籍上の文字）、住所

等の調査を行います。別紙で調査用紙を

配布しますので、ご提出をお願いしま

す。 

 

〇連合運動会リバーサイド練習日について 

・練習日 １２日(水)  

予備日 １４日(金) 

・持ち物 ナップザック 汗拭きタオル 

     水筒（必要に応じて防寒着） 

※先日「連合運動会のお願い」を配布さ

せていただきました。今年度の保護者

の方のご観覧は不可となっておりま

す。ご協力よろしくお願いします。 


