
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

平成を継ぐ新元号が「令和」と定まりました。 

万葉集の「梅花の歌」が典拠と伺います。歌の内

容は、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が

生まれ育つ」という意味なのだそうです。「梅の

花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国

でありますように。」という願いもこめられてい

るともお聞きしました。これからの「新しい時代

に求められる日本人の姿」を、思い描くことので

きる元号の発表に、自分の身が引き締まる思いが

いたしました。   

小学校で学ぶ大切な項目のひとつに「友達と仲

よく学校生活できる」があります。滝坂小学校の

子供たちも「心を寄せ合う人間関係づくり」を目

指して、様々なことを学んで欲しいと思います。 

さて先日、福沢諭吉の「学問のすすめ」を現代

語訳版で読む機会がありました。  

解説を読んでみると「文明開化という時代の需

要にこたえてこの『学問のすすめ』が非常な流行

を示した…」とあります。さらに「明治の新教育

制度の発足期に学校で子供たちが使用する教科書

が間に合わなかったので、この『学問のすすめ』

を多くの小学校が教科書として使用した」とも記

載されていました。滝坂小学校が開校した当時も、

ざん切り頭の先生方が、子供たちに「学問のすす

め」を使用して、新しい世の中のことを教えてい

たのかもしれません。 

この「学問のすすめ」は、福沢諭吉が最初の第

１編で終える予定であったものが、評判が良かっ

たので、明治５年から明治９年に渡って順次、第

１７編までが発行されたそうです。 

その最終編、第１７編（人望論）には、人と仲

良く交わることの大切さが記されています。「人

と交わり、周りの人から信用を得ることは最も大

切で、こうして得た信用によって事業もうまくす

すんでゆく」と、記されています。 

この「友達と仲よく過ごす」という部分は、明治

の滝坂小学校の子供たちも、将来の自分の姿を重

ね合わせて目を輝かせて聴き入ったことでしょう。  

このような記述もあります。 

「顔つきを明るくして、一見、人に不愉快な印象

を与えぬことが大切である。…中略… 顔つきを

明るく愉快に見せるのは、やはり人間のモラルの

第一条件で、社交上最も大切なことである。」 

「人の顔色は、いわば家の門口のようなものだ。

広く人に交わって自由に客を招き寄せるには、ま

ず門口を開放して、玄関を掃除し、ともかくも人

を来やすくさせることが肝要であろう。人に交わ

るのに、顔色をやわらげようともせず、かえって

偽善者の風を学んで、わざと難しい顔つきを見せ

れば誰が近づく者があろう」と続きます。 

現在の滝坂小でも150年前の滝坂小と同じよう

に、「笑顔で、友達に接することは、これからの

人生に役立つ、大切なことです。」と教えます。

滝坂小の子供たちが、将来、日本人だけでなく世

界の人々とも「美しく心を寄せ合う中で文化を生

み育てていく姿」を夢見ることは、私たち大人に

とって本当に幸せなことです。 

今年度も保護者の皆様と学校とが、力を合わせ

てお子様を益々良い子に育てたいと考えます。教

職員一同、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

明明治治  大大正正  昭昭和和  平平成成  令令和和  とと引引きき継継ぎぎ、、教教ええてていいくくこことと    
                          校 長  鈴 木 祐 介 
 

Ｎｏ.６１６ 

平成３１年４月８日 

調布市立滝坂小学校 

校 長 鈴 木 祐 介 

 



 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
                                                                    

各学年・学級のおしらせ 

４年 
☆９日の予定 

教科書配布、一学期のめあて決め、国語や算

数の復習等をする予定です。 

☆集金のお知らせ…集金日１２日 

・ノート 5冊    130×5＝650 円 

・計算ドリルノート      170 円 

・計算ドリル         340 円 

・漢字スキル         360 円 

・理科テスト         270 円 

・算数テスト         280 円 

・国語テスト         280 円 

・社会テスト          290 円 

合計           2640 円 

☆9日の持ち物 

 □体育着 □連絡帳 □連絡袋 

 □筆箱 □お道具箱 □洗濯ばさみ ２こ 

□雑巾２枚（「ゆか・名前」「つくえ・名前」と大きくご記入下さい。） 

☆10 日までの持ち物 

 音楽袋、図工袋（教科書、歌集、ファイル、

リコーダー等も中へ。） 

※４年生よりクラブ活動が始まります。スター

トは 22 日（月）です。また、月に１度、月曜

に委員の児童のみ代表委員会があります。 

１年 
★９日について 

・持ち物 

 □ランドセル □黄色い帽子 □筆箱 

□下じき □自由帳 □連絡帳  

□連絡袋 □ハンカチ □ティッシュ 

□防災頭巾  □軍手 □マスク 

・１２時００分下校予定 

 

※一週間の予定の詳細、その他の連絡事項は

学年便りに記載してありますので、ご確認

ください。 

※集金は、１６日の保護者会にご持参くださ

い。欠席される方は、保護者会の日までに

職員室にお届けください。 

 

２年 
★９日（火）の持ち物 
・筆箱 ・連絡帳 ・連絡袋 

・ハンカチ・ティッシュ 

・道具箱 ・体育着  

・雑巾２枚 

・雑巾をはさむ洗濯ばさみ（１個） 

★集金のお知らせ 
くりかえし漢字ドリル・テスト ３９０円 

くりかえし計算ドリル・ノート ５００円 

国語ワークテスト       ２８０円 

算数ワークテスト       ２９０円 

ノート（国語・算数・漢字・日記） ５２０円  

（１４０×２, １２０×２） 

           合計 １９８０円 

★教科書について 
教科書を９日（火）に配布します。記名をお願

します。後日、時間割を配りますので、忘れ物な

く準備ができるようご協力ください。時間割の変

更は、連絡帳でお知らせします。 

★保護者負担軽減費で購入した物 
・国語ファイル ・道徳ファイル 

・生活ファイル ・音楽ファイル 

・歌集カバー   ・通知表用ファイル 

・両面マグネットシート 

 

３年 
☆９日（火）について 

教科書配布、自己紹介等を予定しています。

１２：２０分頃下校します。ランドセルで登校

してください。 

持ち物：道具箱・連絡帳・連絡袋・筆箱 

雑巾２枚・雑巾をはさむ洗濯ばさみ２個 

※必ず大きく記名をお願いします 

 

            

 

 

☆集金について 集金日：１２日（金） 

・国語テスト・・・・・280 円 

・算数テスト・・・・・280 円 

・理科テスト・・・・・280 円 

・社会テスト・・・・・280 円 

・ノート６冊・・・・・840 円 

・漢字スキル・・・・・360 円 

・計算ドリル、ノート・510 円 

合計２８３０円 

※ノート６冊…国語・漢字・算数・理科・社会・

日記用に一括購入します。 

 

☆１５日（月）の委員会活動は、代表委員（各

クラス２名）のみ参加します。 

とだよしみ 

つくえ 

とだよしみ 

ゆか 

 

５年 
★９日の持ち物 

 ・体育着  ・連絡帳 

 ・連絡袋  ・雑巾２枚 

 ・洗濯ばさみ ２個 

 ・道具箱 

 （色鉛筆・のり・はさみ・セロテープ・

算数セット等） 

★集金のお知らせ 

集金日 １２日（金） 

・漢字スキル     ３６０円 

・計算ドリル     ３４０円 

・計算ドリルノート  １７０円 

・国語ワークテスト  ２８０円 

・算数ワークテスト  ２８０円 

・理科ワークテスト  ２９０円 

・社会ワークテスト  ２８０円 

・ノート（５冊） 

１３０×５＝６５０円 

 （国・算・理・社・漢） 

       合計 ２６５０円 

６年 
☆９日（火）について 

ランドセルで登校してください。 

持ち物・道具箱・連絡帳・連絡袋・筆箱・雑巾

２まい・雑巾をはさむ洗濯ばさみ 

 

☆集金について 集金日：１２日（金） 

・国語テスト・・・・・270 円 

・算数テスト・・・・・280 円 

・理科テスト・・・・・280 円 

・社会テスト・・・・・280 円 

・ノート４冊・・・・・560 円 

・漢字ドリル・・・・・340 円 

・漢字ドリル用ノート・170 円 

・漢字ミニテスト・・・ 50 円 

合計２２３０円 

※保護者負担軽減費で以下の物を購入しまし

た。 

・通知表ファイル・道徳ノート・掲示用ホルダ

ー・フラットファイル・マグネットシート 

 

☆１年生のお世話について 

 ９日（火）より１年生の昇降口及び教室で、

朝の支度の手伝いを行います。担当の児童は

８：００に登校させるようにお願いいたしま

す。＊９日は全員、その後は当番を決めて行い

ます。 

わかくさ学級 
★本日、学級編制表を配布しました。１年間どうぞよろしくお願いいたします。今年度から、学級だより【わかくさ】

は、毎月配布しませんので、この学校便りや毎日の連絡帳を確認してください。 
★９日（火）予定・持ち物 

午前授業のため、給食はありません。自己紹介や春探しを予定しています。１２：１５の下校予定です。 

持ち物：連絡帳ファイル（２年生以上は昨年度使用した青いファイルを引き続き使用します）・着替え・雑巾２枚

（それぞれに、つくえ・ゆかと大きく記入）・雑巾をはさむための洗濯ばさみ※記名を忘れずにお願いします。 

★１学期の教材費の集金をさせていただきます。 金額：５００円（調理の材料費等） 集金日：１２日（金） 
 



自分の身は自分で守る 
生活指導部 

 
 身の周りには様々な危険が潜んでいます。連日，事故や事件の報道がされるなか，「自分の身は自分で守る」

意識を高めることの重要性は，ますます高まってきています。本校では，校内での安全な生活のほかにも，主に

次のようなことを子供たちに呼び掛けています。 
 
交通事故から身を守る 
・甲州街道を渡る時は，歩道橋を利用しよう。 
・踏切を渡らずに，「とおりゃんせ」などの他の道を利用しよう。 
・自転車に乗る時は，ヘルメットをかぶろう。（２００８年の道路交通法改正以来，児童のヘルメット着用が保

護者の努力義務となっています。） 
・交通ルールを守ろう。 
子供を狙った犯罪から身を守る 
・危険な場所をあらかじめ知っておこう。その場所は通らないようにしよう。 
・防犯ブザーをいつも持ち歩こう。もしもの時は防犯ブザーを鳴らそう。 
・普段から「子どもの家」ステッカーを貼った家や店を見付けておこう。 
・いか・の・お・す・し「知らない人について○い○かない・知らない人の車には○のらない・ 

何かあったら○おおきな声でさけぶ・○すぐ逃げる・大人の人に○し らせる」が合言葉！ 
・携帯電話やパソコンは，滝坂小や家庭のルールを守って正しく使おう。 
ウイルスから身を守る 
・毎日「早寝，早起き，朝ごはん」を実践しよう。 
・外から帰ったら，必ず「うがい・手洗い」をしよう。 
自然災害から身を守る 
・自分の身は自分で守れるよう，いつも考えて行動しよう。 
・家族の人と避難場所について話し合っておこう。 

さらに，子供たちの安全を守るには，家庭や地域の協力も不可欠です。今年度もみなさんの力で子供たちの

安全と健康を見守っていきましょう。 
   
 
 
 
 
 
 
 

  

 

～書類等提出のお願い（全学年共通）～ 
 

９日（火）配布、１１日（木）〆切 下記の①～⑤（１年生は①～⑥） 

を個人情報回収袋に入れて提出してください。 

 

①健康手帳（１・２ページ，６ページのめあてを記入） 

②緊急連絡票（オレンジ色の用紙） 

③結核検診問診票（１年・転入の方はうぐいす色，それ以外は白色の用紙） 

④通学路図（１年・転入の方は新規記入，それ以外は赤で訂正） 

⑤児童のための調査書（１・４年・転入の方は新規記入，それ以外は赤で訂正） 

「災害時における児童引き取り人」としてお名前が書かれていない方には引き渡しが 

できません。４月２７日（土）の引き渡し訓練時も同様です。ご注意ください。 

 ⑥心臓検診調査票（１年生のみ） 

～学校安全・安心メールについて～ 

 学校安全・安心メールの年次更新を忘れずに行ってください。１２日（金）と１９日（金）

の正午にテストメールを送信します。詳しくは別紙をご覧ください。 



 
 
 
 
 
 

★児童の安全確保のために 
○昨年度より「児童のための調査書」に記載する

ことになった「災害時における児童引き取り人」

欄へのご記入をよろしくお願いいたします。 
 緊急時は、ご記入いただいた方のみへの引き渡

しとなります。 
○４月１２日（金）迄に、学校安全・安心メール

への加入又は更新作業をお願いいたします。 
（全員、新規登録又は新学年のクラス等登録情報

の変更をして頂くことになります。詳しくは、

月曜日までに配布する別紙「平成３１年度 保

護者用 調布市『学校安全・安心メール』登録手

順書」【新規登録用】又は【登録情報変更用】を

ご参照ください。） 

★児童の欠席連絡について 
○学校をお休みする場合の連絡は、連絡帳にて

お願いします。学校からのお知らせも連絡帳

でお伝えする場合があります。必ず目を通し

て頂きますようお願いします。 
緊急時以外、電話での連絡は極力ご遠慮くだ

さい。 
 

★来校時のお願い（不審者被害防止のために） 
○保護者会、PTA 活動、学校行事 等でご来校の際は、PTA より今年度用に配布しております「保護者証」

を必ずご着用くださいますよう、お願いいたします。 
なお、児童の学習中は、校舎管理員が正門の安全見守りを行っています。 

★児童の健康管理のために 
○４月から６月にかけて健康診断・検査が続き

ます。後日配布する保健関係書類へのご記

入・ご提出をお願いいたします。 
【提出〆切は１１日（木）です。】 

★給食費の引き落としについて 
○本校の給食費引き落とし日は、毎月５日となっております。４日までにご入金くださいますよう、

お願いいたします。なお、１回の引き落としにつき、１０円の手数料負担をお願いいたします。 
 初回は、４月・５月の２ヶ月分が５月７日（火）に引き落としになります。直前の金融機関営業

日の４月２６日（金）までに入金をお願いします。 
（１年生は、６月５日（水）に４～６月の３ヶ月分が引き落としになります。） 
 また、２月の引き落としも、２月・３月の２ヶ月分となっておりますので、ご承知置きください。 
  

区分 平成３１年度給食費 
低学年（１・２年生） 月額 ４，４５０円 一食あたり ２５８円 
中学年（３・４年生） 月額 ４，６５０円 一食あたり ２６９円 
高学年（５・６年生） 月額 ４，８５０円 一食あたり ２８０円 

 

保護者のみなさまへのお願い 


