
 

 

 

 

 

 

 

「人権スピーチ大会を終えて」 
校長 岩田 佳三 

先月１０月１２～１４日まで、人権スピーチ大会が行われました。各学級から選ばれた代表が人権につ

いて自分の考えをしっかり発表してくれました。発表内容は、学年ごとに設定されたテーマに関する書籍

の読み聞かせの感想や意見をまとめたものでした。 

１年生は、「好きな色」についての発表でした。男の子はブルーやグリーン、女の子はピンクなどと決ま

っているような風潮がありますが、好きな色は何色だって構わないし、自由に選べることができます。そし

て、男女仲良く遊ぶことも大切です。 

２年生は、「好きなこと、苦手なこと」について、誰にでも好きなこと（得意なこと）、苦手なことはありま

す。苦手なことを補ってあげる、助け合っていけばみんなが楽しく過ごしていけます。 

３年生は、「素敵な友達、自分を大切にする」こと。男だから泣くな、女だからきれいにしなさいなどとい

う時代は終わりました。育児も家事も男女平等という社会になりつつあります。そして、悩みを打ち明けら

れる大切な友達がいることも大切です。自分は男か女かどっちなんだろうと悩むことがあっても、命を大

切にし、自分らしさを発揮できる社会になってほしいです。 

４年生「差別のない世界」について、障害のある大リーガーの話でした。障害があっても同じスポーツ、

同じ活動をやっていける環境や差別のない風潮を作っていくことで、みんなが笑顔で生きていけます。 

５年生「自分と比べて、自分のふつうはふつうじゃない」について。目が見えない人、耳が聞こえない人

は真っ暗な世界であり、静寂な世界であり、それがふつうであり、自分のふつうとは違うんだということに

気付き、相手の立場や状況に応じて助けてあげることは大事です。他人の考えが自分とは違っても、良い

ところは取り入れ、時には考えを見直すことも必要です。 

６年生「多様性」についての発表でした。宗教上制約があったとしても、人それぞれの生き方があり、人

権を守っていくことが大切です。 

どの学年の児童も、自分を大切にすること、そして相手も大切にすること、つまり本校の教育目標にある

「自分やみんなを大切にする子」につながる話でした。一人一人みんな違うのは当たり前です。諍いの原

因になることもありますが、相手を排除するのではなく、受け入れ、そして助け合っていくことで、全員が幸

せに暮らしていけます。人権とは、一人一人が、幸せに生きていけるよう追求できる

権利のことです。今後もいじめや差別なく、

全員が楽しいといえる学校作りを行っていき

ます。 
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１１月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 火 
特別時程 
個人面談 

 歯科検診  歯科検診  
歯科検診 
校外学習 
（午後） 

2 水 開校記念日       

3 木 文化の日       

4 金 
体育集会 
安全点検日 

   清掃工場見学   

5 土        

6 日        

7 月 全校集会       

8 火 
フッ素洗口 
避難訓練 

読み聞かせ 
ヘルス＆ 

セーフティ教室 

ヘルス＆ 

セーフティ教室 
   

学びのキャンパス 

プランニング 

9 水       
読み聞かせ 
食育(1組) 

10 木 なかよし班       

11 金 体育集会       

12 土        

13 日        

14 月 全校集会    クラブ活動 
食育(２組) 
クラブ活動 

(卒アル撮影) 

15 火 
フッ素洗口 
巡回相談日 

    読み聞かせ  

16 水 特別時程       

17  木 
学芸会リハーサル 

児童集会 
      

18 金 
学芸会 

（児童鑑賞日） 
      

19 土 
学芸会 

(保護者鑑賞日) 

午前授業 

      

20 日        

21 月 
全校集会 
安全指導日 

     
学びのキャンパス 

プランニング 

22 火  食育(１組)   読み聞かせ   

23 水 勤労感謝の日       

24 木 
フッ素洗口 
音楽集会 

      

２5 金 体育集会 
食育(２組) 
アウトリーチ
コンサート 

   校外学習  

２6 土        

27 日        

28 月 全校集会    代表委員会 委員会活動 

29 火 特別時程 
保護者会 
午前授業 

 
保護者会 
午前授業 
読み聞かせ 

 保護者会  

30 水 午前授業      
１組のみ 
５時間授業 

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 
〇学芸会について 
  学芸会が１１月１８日（金）１９日（土）に行われます。今年度は、１８日（金）が児童鑑賞
日、１９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。保護者鑑賞日は、当該
学年の児童１名に対し、保護者２名までの参観とさせていただきます。 
各学年の受付開始時間は下記の通りとなります。詳しくは配布される「学芸会のお知らせ」をお
読みください。 

学芸会 受付開始時刻 
① ３年生  ８：２０ ② １年生  ８：５５ ③ ５年生  ９：３０ 
④ ２年生 １０：１０ ⑤ ４年生 １０：４５ ⑥ ６年生 １１：２５ 

 
〇保護者会について 
１１月２９日（火）と１２月１日（木）に保護者会があります。２９日（火）は１・３・５年、
１日（木）は２・４・６年となります。時程は下記の通りとなります。学年開催で児童用タブレッ
トでのオンライン参加も可能です。後日配布します「保護者会について」のプリントで出欠確認を
行います。ご協力お願いします。 

 １１月２９日（火） １２月１日（木） 
１３：４０～１４：１５ １年 ２年 
１４：２５～１５：００ ３年 ４年 
１５：１０～１５：４５ ５年 ６年 

 
〇服装について 
  冬服に衣替えになり、寒い季節になってきました。指定の制服以外の防寒具も使用することがで
きますが、紺・黒・グレーの色のものでご用意をお願いいたします。詳しくは「東浅草小の約束」
をご覧ください。 

４年生 
〇清掃工場見学について 
  ４日（金）に清掃工場見学を行います。 
見学場所：新江東清掃工場 

      環境ふれあい館ひまわり 
集合時間：８：１０（第一校庭） 

持ち物：ナップザック 水筒等 

       ※お弁当はいりません。 
※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 
  学芸会に向けて、いよいよ練習も佳境に
入ってきました。衣装や小道具の準備では
ご協力いただき、ありがとうございまし
た。子供たちの発表をぜひご覧ください。 

 

○転入生について 

  ４年１組に今月に一人、転入生が入りま

した。どうぞよろしくお願いします。 
 

３年生 
○自転車運転講習について 

  １２月２日（金）に自転車講習を行う

ことになりました。学年で自転車が１０

台程度必要になります。自転車のサイズ

と台数の把握をしたいので、貸していた

だける場合は、１１日（金）までに連絡

帳にてご連絡をお願いします。調整後、

お願いするご家庭には、担任からご連絡

させていただきます。 

 

〇ティッシュについて 

  最近、ティッシュを持っていないお子

さんが目立ちます。清潔なハンカチとと

もに、毎日適量のティッシュを持ってい

るか、お声掛けのご協力をお願いしま

す。ランドセルに予備のマスク・ハンカ

チ・ティッシュを入れておくことをお勧

めします。 

 

 

 

 

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 
○算数で使う空き箱について 

  算数「かたちあそび」の学習でいろ

いろな形（直方体・立方体・円柱・球

体など）の空き箱を使います。また、

生活科や図工でも、その空き箱を使用

する予定です。使わなくなった空き箱

がありましたら、持たせていただくよ

うお願いします。 

 

○算数ノートについて 

  今使っている算数のノートがなくな

りましたら、１７マスのものを各家庭

でご用意ください。 

 

○縄跳びについて 

  体育で縄跳びの学習を始めます。７

日（月）までに短縄のご準備をお願い

します。縄の長さの目安は、片足で縄

を踏み、地面から両脇ぐらいの長さが

よいとされています。ご家庭で長さの

調整をお願いします。 

５年生 
○校外学習について 

  ２５日（金）は、校外学習でキッザ

ニア東京に行きます。職業体験を通し

て、「働くこと」への興味・関心を高め

ます。詳細については、後日しおりを

配布いたしますので、ご確認をお願い

いたします。お弁当のご用意は必要あ

りません。 

   

○学芸会について 

学芸会に向けて、衣装のご準備にご

協力をお願いいたします。詳しくは、

別紙にてお伝えいたします。 

本番まで、約２週間、子供たちの練

習にも力が入ってきました。本番で精

一杯表現する子供たちの姿に応援をお

願いいたします。 

 

  

２年生 
○学芸会について 

  学芸会に向けて、衣装のご準備をお

願いいたします。詳しくは、別紙にて

お伝えいたします。 

 

○町たんけんについて 

  これまでも町探検にご協力頂き、感

謝申し上げます。今回、第 3回目のお

手伝い探検を計画しております。つき

ましては、一緒に引率できる方を募り

たいと思います。日程が決まり次第別

紙にてお伝えいたします。どうぞご協

力よろしくお願いします。 

 

○転入生について 

  2年 2組に先月に一人、今月に一

人、転入生が入りました。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

  

６年生 
〇学びのキャンパスプランニングについて 
  11月 21日（月）に東京都美術館へ見
学に行きます。下記の内容をご確認くださ
い。 
時 間 ９時半頃出発 １２時頃帰校 

      ※午後は通常授業 
持ち物 ナップザック・水筒・エチケット

袋（雨天の場合は折りたたみ傘と
傘を入れるビニール袋） 

      ※お弁当はいりません。 
 
〇演劇鑑賞教室について 
  12月 2日（金）に浅草公会堂へ演劇鑑
賞教室に行きます。下記の内容をご確認
ください。 
時 間 12時 30分頃出発 15時 30分頃帰校 

      ※午前中は通常授業 
持ち物 ナップザック 水筒 

      ※お弁当はいりません。 
  
○学芸会について 
学芸会に向けて、衣装のご準備にご協
力をお願いいたします。詳しくは、別紙
にてお伝えいたします。 


