
  

 

 

 

 

 

新しい年を迎えて 
校長 富岡 雅裕 

 

皆様におかれましては健やかに新しい年を迎えら

れたことと思います。新年を迎えるということは，た

だ一
いち

日
にち

日
ひ

が変わっただけですが，何故かこの日だけは

気持ちが新たになります。「あらたまる」というのは，

まさにこのようなことを言うのではないでしょうか。 

  私は，思いがけず年末・年始を病院で過ごすことと

なりましたが，そんな時であっても元日の朝は何か特

別な日の始まりのような気がしました。そして，初日

の出を病棟から拝み，一小の子供たちと職員が，皆健

康でいられることを願いました。 

今年は，「平成」が終わり新しい元号になる改元の年

となります。平成生まれの子供たちは，改元をどのよ

うに感じるのでしょう。また，来年にはいよいよ東京

２０２０オリンピック・パラリンピックが開催されま

す。私が小学生のときに感じた，何となく誇らしくて

ワクワクとした気持ちや社会の熱気を，今の子供たち

も同じように感じるのでしょうか。そんなことを考え，

２０１９年の幕開けは，これまでとは少し違った感慨

をいだきながら過ごしました。 

１月は，新しい年の始まりの月ですが，学校では一

年間の最後の学期である 3学期最初の月です。１月は

“いく月”，２月は“逃げる月”，３月は“去る月”と

言われるように，今学期は，時間の経過を早く感じる

学期であり，実際に登校日数も５４日と一番少ない学

期です。 

昨年４月から学習してきた内容がきちんと理解で

き，身に付いているか，友だちとの関わりや，学校生

活の中で必要な行動や活動が，学年相応にできるよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

になっているかなど，振り返って補充するだけでなく，

次の学年に進級する準備もしなければなりません。時

間を大切にして「今やらねばならないこと」を確実に

やり遂げるようにさせたいと思います。特に６年生は，

この第一小学校を巣立ち，４月からは中学校での新し

い生活が始まります。これまで最高学年として，下級

生に立派な手本を示してきた集大成としての３学期

を送り，力強く羽ばたいて行ってほしいと願っていま

す。 

冬休みが終わり，元気な姿を見せてくれた一小の子

供たち一人一人の頑張りが，４月以降の大きな成長と

なるよう，全教職員で指導・支援を行なってまいりま

す。本年も皆様方の御理解・御協力をお願いいたしま

す。  

 

  

   

１月の生活目標  友達を大切にしよう 
クラスの友達との輪も広がってきたことでしょう。 

休み時間の過ごし方や学級での活動を工夫し，仲良く遊ぶ中でお互いのよさを知り，人間関係がより

深まっていくように指導していきたいと思います。 
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             音楽専科 林 麻里 

 

１２月５日(水)，５年生が第一小学校の代表として連合音楽会で演奏をしてきました。 

合唱「地球星歌～笑顔のために～」ではソプラノとアルトの重なりを感じて声を響かせ，合奏「君

の瞳に恋してる」では，リズムを揃えてかっこよく演奏することができました。また，他校の演奏

を聴くことにより，お互いのよさを感じ取り，学び合うことのできる素敵な音楽会となりました。

児童の感想を御紹介します。 

 

 

 私が連合音楽会を終えて合唱

でも合奏でもどちらも共通して

できた事があります。それは，学

年全員の心が１つになった事で

す。 

 私は楽器のオーディションに

落ちてしまいましたが，けんばん

ハーモニカがいないと「君の瞳に

恋してる」という曲は作りあげら

れなかったと思います。 

 本番でいろいろな楽器１つ１

つが音を出し，また一人一人が声

を出し，心を１つにして今までの

中で一番成功し，また一番思い出

に残った日でした。  Ｏ・Ｍ 

今までの練習の成果を全てぶ

つけられたと思う。初めはなかな

か気持ちがそろわなかったけど，

本番はみんなで１つの音楽を成

功させる達成感を覚えることが

できた。 

一人一人が「やり切った」と心

のどこかで思ったと感じている。   

やり残したことはないという

くらい一生けん命やれた。 

Ｎ・Ｍ 

 私は，合唱で，よくソプラノに

つられてしまうので少し心配で

した。でも，はっきり口をあける

ことを意識しはじめたらソプラ

ノにつられないで歌うことがで

きました。 

また，合奏でも音階を上がって

いくときにスピードが速くてお

いつけないところもあったけど，

できる音だけやってみました。そ

したらだんだんできるようにな

って，舞台では全部できてうれし

かったです。 

            Ｎ・Ｙ 

 

                             道徳教育推進委員会  荒木 志保 

 

 １２月８日（土），子供たちの豊かな心の教育や家庭・地域でのあり方や連携について相互

の理解を深めることをねらいとした「道徳授業地区公開講座」を開催しました。いのちと心の

教育月間中に全クラスで「生命の尊さ」について考える授業を展開しました。子供たちは，生

命の尊さについて真剣に考えながら授業を受けていました。 

 また，４校時には，夢ら丘実果様，吉澤誠様より「命の大切さ」について御講演，本の読み

聞かせをしていただきました。講演会に参加した方から，「夢ら丘先生がおっしゃっていた『子

供の良い所を具体的に直接本人に伝えてほしい』という話に共感した」「ネット利用のルール

作りや，子供の小さな変化を見逃さないようにしたい」「家庭でも命の大切さを見つめ直すよ

い機会だった」という充実した講演会だったことがうかがえる感想がありました。 

本校では，これからも子供たちの豊かな心を育むための道徳教育を充実させてまいります。 

 



『連合図工展』で素敵な時間を過ごしませんか 

図工専科  石井真理子 

 

図工の学習で絵を描いたり作品をつくったりするとき，子供たちは想像を膨

らませ，“新しい何か”を考えながら，テーマや材料や表現方法を選び，試行錯

誤しています。つくり始めからゴールまで，自己決定の連続です。また，友達と

関わり合いながら主体的に創造活動しているうちに，感じ方や考え方，好きな感

じが一人一人違うことや，自分らしさを発見して新たな価値観やアイデンティ

ティーを獲得していきます。一生懸命取り組んでいる子供の姿や心のこもった

作品からは，今を生きている実感や喜び，真心があふれているようで，見ていて

嬉しくなります。 

さて，今年も『調布市立小学校連合図工展』が開催されます。市内の小学校，

特別支援学級，特別支援学校の作品が一堂に展示され，様々な児童の素敵な思い

や表現に触れることができます。１月１８日（金）～２１日（月）の４日間，ぜ

ひ御家族や御友人とたづくりへ足を運んでいただき，楽しく会話しながら，心豊

かな時間を過ごしていただきたいと存じます。そしてさらに，第一小学校の子供

たちの想像力や，表現に対する意欲を高める機会となれば，大変嬉しく思いま

す。 

 

第一小学校の体育について 

体育主任  伊藤 康司 

 

今年度の体力調査の結果からも，本校の子供たちの体力面での低下傾向が浮き

彫りになっています。そこで，学校全体として子どもたちの体力の低下傾向に歯

止めをかけるべく，本校では保健体育部という組織を中心に学校全体で体力向

上の取り組みを実施しています。 

今年度も「一小ランランタイム」や「一小なわとびタイム」を計画し，実施し

ています。また体育委員会が「体育集会」や「オリンピック・パラリンピックウ

ォークラリー」を企画し，子供たちの主体的な活動を通して体育に関する関心や

意欲面の向上が見られるように工夫をしています。 

普段の授業で使える道具の作製や購入，掲示物や学習カードなどを整理するこ

とで授業環境の整備にも努めています。そして放課後に体育の実技研修を実施

し，教員の指導力向上も図っています。 

今年は，ラグビーのワールドカップがあり，来年にはオ

リンピック・パラリンピックが控え，調布市が大会会場に

なっています。このような大きなイベントを間近で二つも

体験できることは貴重なことです。この体験も生かしなが

ら，今後も体育の授業だけでなく，自分からすすんで運動

に親しむことができるように体育指導の充実を図ってい

きたいと思います。 



日 曜日 主な行事

1 火

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月 冬季休業日終

8 火 〈短縮時程〉始業式　大掃除　安全指導

9 水 縄跳び月間始　給食始　書き初め(34)　計測(5)

10 木 書き初め(56)　計測（３４）

11 金 計測（2ひ）

12 土 〈短縮時程・４時間授業〉　租税教室(6)

13 日

14 月 成人の日

15 火
フレンズタイム　計測(1)
校内書き初め展始

16 水 計測(6)

17 木

18 金
社会科見学［国会議事堂］(6)
連合図工展始

19 土

20 日

21 月 朝会　クラブ　連合図工展終(13時まで）

22 火

23 水
〈ひまわり学級3～6年以外４時間授業/校内研究
のため〉

24 木
たばこの害についての学習(6)　学校給食週間始
社会科見学［郷土資料館］(3)

25 金 薬物乱用防止教室(5)　

26 土

27 日

28 月 朝会　委員会

29 火 昔遊び(1)　面談（ひ）①

30 水 大縄集会　学校給食週間終　縄跳び月間終

31 木 面談（ひ）②

☆ 1月の避難訓練は「予告なし」で行います。

１月の行事予定 　

                  縄跳び月間
　　〈１月９日(水)～１月３０日(水)〉
　

今年度も体力向上の取り組みとして，「縄跳び
月間」を全校で実施します。縄跳び実施日の朝
は，お子さんの健康観察を必ず行い，見学する
際は，連絡帳にて担任までお知らせください。
また，８時２０分からの実施となりますので，
間に合うように送り出してくださいますようお
願いいたします。実施日についての詳細は，別
紙「縄跳び月間実施について」を御覧くださ
い。

        　席書会・書初め展
　  〈１月1５日(火)～2月1日(金)〉

1・２年は鉛筆で楷書する硬筆，３～６年・ひ
まわり学級は毛筆での書初めです。

各教室の廊下前に，展示します。冬休みの練
習の成果を発揮して，一文字一文字，一筆一筆
丁寧に取り組みたいと思います。学校にお立ち
寄りの際は，ぜひ御観覧ください。

　
           全国学校給食週間
　　　〈１月２４日(木)～１月３０日(水)〉
　
　　　　　　　　　　　　栄養士　　三上　佳子

全国学校給食週間は，昭和２５年度から始
まった取り組みで，毎年，学校給食への理解や
関心を深めることを目的に実施されます。

学校給食は，昭和２２年に始まったとされ，
もともと貧しい子供たちを飢えから救い，栄養
状態を改善させるためのものでした。

現在では，役割が大きく変わり，子供たちが
望ましい食習慣や食に関する正しい知識などを
身に付け，実践できるようにすることが役割と
なっています。

この期間に実施する給食の内容などについて
は，「１月の献立表・給食だより」を御覧くだ
さい。


