◇１１月のおもな行事
日

曜

行

事

校外学習予備日（4，5，6 年）上学年給食カット
スクールカウンセラー来校日 ＡＬＴ
校外学習予備日（1，2，3 年）下学年給食カット
全学年５時間授業 ＡＬＴ

日

曜

行

２０

火

避難訓練

２１

水

クラブ活動
スクールカウンセラー来校日

1

木

2

金

3

土

文化の日

２２

木

ＡＬＴ

4

日

東京都教育の日

２３

金

勤労感謝の日

5

月

２４

土

6

火

２５

日

7

水

全校朝会 心理士来校
教育実習開始
安全指導・点検

２６

月

学芸会係児童打合せ 心理士来校

２７

火

学芸会リハーサル（朝～２校時）
全学年 5 時間授業

２８

水

全学年４時間授業

事

8

木

学芸会特別時間割始
スクールカウンセラー来校日 ＡＬＴ

9

金

ＡＬＴ

10

土

２９

木

※大島町教育研究会のため、全学年４時間授業
スクールカウンセラー来校日 ＡＬＴ

11

日

３０

金

学芸会前日準備（上学年） ＡＬＴ

12

月

保健・安全朝会
三中学校公開開始

13

火

スクールカウンセラー来校日

14

水

たてわり班集会 委員会活動

15

木

保護者読み聞かせ
学芸会係児童打合せ（上学年） ＡＬＴ

16

金

ＡＬＴ

17

土

18

日

19

月

学芸会係児童打合せ（上学年）

≪生活目標≫
落ち着いて生活しよう
≪保健目標≫
かぜやインフルエンザを予防しよう
≪安全目標≫
地震の時どうするか知ろう
≪給食目標≫
好き嫌いなく、なんでも食べよう

大島町体育祭体育レクリエーション大会
－入賞者－
１００ｍ走 小５女子
２位 大澤 阿未 １６秒２
１００ｍ走 小５男子
２位 小川 航世 １６秒３
３位 中村 栄大 １６秒６
１００ｍ走 小６女子
１位 土屋 杏奈 １６秒１
走高跳 小学女子
３位 大澤 阿未 １ｍ１０ｃｍ
走高跳 小学男子
３位 小泉 諒平 １ｍ２０ｃｍ
走幅跳 小学女子
２位 古屋 心渚 ３ｍ２９ｃｍ
４００ｍリレー 小学女子
２位 つつじ小学校Ａ １分０７秒６
（大澤阿未・古屋心渚・平瀬奈・土屋杏奈）

４００ｍリレー 小学男子
３位 つつじ小学校Ａ １分０３秒５
（秋田大河・金澤陽太郎・鈴木翔・秋田知洋）

◇１２月のおもな予定
１２月 １日（土）第１０回学芸会
１２月 ４日（火）連合音楽会（５・６年）
１２月２１日（金）給食終
１２月２５日（火）終業式 大掃除
１２月２６日（水）冬季休業日（始）
１月 ８日（火）始業式
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はてなき空へ

大島町立つつじ小学校
校長 田代 紳一郎
NO.７（校報通算 NO.118）

挨拶
副校長

樺沢

一彦

先日の出勤時、学校の玄関を入るときに２階の

かかわらず立ち止まって会話することもありま

窓越しから、本校のある教諭が私に向かって「副

した。知らない人、かかわりのない人にあまり挨

校長先生！おはようございます！

今日もいい

拶をしない日本の実状は、不審者への警戒心、文

天気ですね。」と、とびっきりの笑顔で元気よく挨

化の違いなどによるものなので仕方のないこと

拶をしてくれました。たったそれだけのことです

かもしれません。

が、この爽やかな挨拶のお蔭で私はその日一日ず
っといい気分でいることができました。
挨拶は大事。

日本人の殆どの人はこ

れを理解しています。

つつじ小学校では、挨拶の指導は毎日行ってい
ますが、基本はご家庭にあります。東京都は家庭
教育に５つのことを求めています。

日本の学校では、朝「おはようございます」と
挨拶を交わした人とは、その日の昼に「こんにち

こころの東京ルール

は」あるいは夜に「こんばんは」と挨拶をするこ
とは少ないです。
以前私が勤めていた遠方の学校では挨拶の頻
度が高く、朝に挨拶した人と昼も夜も挨拶を交わ
していました。また、通勤途中で見かける人やす
れ違う人、例えばオープンテラスの店員や公園の
掃除に励んでいる人、犬と散歩している人など、

～大人が子供の手本となろう～
・毎日きちんと挨拶させよう
・善いことは褒め、悪いことは叱ろう
・ねだる子供にがまんをさせよう
・先人や目上の人を敬う心を育てよう
・体験の中で子供を鍛えよう

面識がなくても結構な数の人が挨拶します。知ら
ない人にあまり挨拶をしていなかった自分にと
って、この風土は学ぶべきものがありました。大

とても大切なことばかりですが、その一番目に

島でも三原山の登山道を歩いていると、全然知ら

挨拶のことが書かれているのです。その意味は重

ない人どうしが「こんにちは」と挨拶を交わすこ

いです。

とがありますが、これが街中で普通に行われてい
ました。何度か挨拶を交わしているうちにだんだ
ん顔見知りになり、時には朝の出勤時であるにも

つつじ小学校の子供たちが、全員元気よく挨拶
ができるようになることを願っています。

「白組団長」

「小学校最後の運動会」

鵜飼 玲乃

白木 椿太郎
ぼくは第 10 回小中合同運動会をやりました。
ぼくが楽しかった演技・競技は、応援合戦です。

私が、今年の運動会で頑張ったことは応援団で
す。

団長をクラスで決めるとき自ら手をあげ、紅組の団

4 年生から応援団をやっていて今年の応援団

長となりました。そしてほかの団員は、それぞれ役

では、白組の団長をすることになりました。中休

割を決めて、たいこ、副団長、団員と分担しました。

みに集まり、最初は白組のスローガンを決めるこ

練習もいっぱいしました。ぼくを中心に集まってく

とになりました。ですが、すぐには決めることが

れていろいろすぐに決まりました。

できませんでしたが、「連勝目指せ‼勝利だ 白

紅組スローガンは「リベンジ果たすぞ!! 必勝 紅

組」に決まりました。ホールで練習することにな

組」です。みんな声が出ていて、練習がかなり進み

りました。私はできるだけ大きな声で言いまし

ました。

た。そうしたら、少しのどがいたくなりました。

紅組は、去年は勝てなかったので、今年は絶対勝

今までの団長ってすごいなぁと思いました。残っ

ちたいと思いました。そのために、たくさん練習し

た時間で気合いの言葉を決めました。あとは応援

ました。ぼくは、その中でも一番大きな声を出そう

団の歌のふりつけを決めるだけでした。前のふり

と思いました。大きな声を出すことで、紅組全体が

つけとできるだけかぶらないようにしていたの

一つになり、勝ちにつながると思いました。だから、

ですが、なかなか思いつかず給食の時や給食の前

自分が出ていない競技の時も、一生懸命大きな声を

等を使って決めました。運動会のふりつけが決ま

出して応援しました。

ったのは、運動会がある一週間前でした。初めて

運動会当日、マイクを使わずに大きな声で選手宣

みんなの前でやった時少しきん張しました。運動

誓、応援合戦、みんなの競技の応援をすることがで

会本番、新しい衣装を着て、みんなの前で大きな

きました。本当によかったです。団員のみんなや、6

声で応援合戦をしました。

年生の紅組のみんなが協力してくれて、とても心に

今回の運動会は小学校最後だったので、白組の

残る応援合戦ができました。最初は、自分に団長が

団長をやって良い思い出ができました。中学生に

できるのか不安だったけど、みんなのおかげでとて

なったら、騎馬戦や大漁節はできないけど楽しい

もすばらしい応援合戦ができて本当によかったで

運動会にしたいです。

す。
小学校最後の運動会、当日までにたくさんの人が
協力してくれたり、練習したり、準備をしたり、お
弁当作ってくれたりしました。ぼくはみんなにあり
がとうと言いたいです。ありがとうございました。

４年生紹介♪

～５年生

学年紹介～

４年生はどんなことにも全力で取り組みます！学習も
行事も毎日の生活も、とにかく笑顔で楽しむのが４年生
流です。左のチラシは４年生が結成したバンドが初ライ
ブを行った時のものです。昼休みのつつじホールにたく
さんの人が見に来てくれて、最高のパフォーマンスをお
届けしました。今後も楽しいことをたくさん企画してい
きます。みなさまどうぞお楽しみに！！

２学期に入り、話の聞き方や気持ちの伝え方が上手に
なってきました。運動会や委員会でも、
「５年生の姿が変
わってきましたね」「５年生の話の聞き方がいいですね」
と、いろいろな先生が５年生の成長を感じていました。何
事にも前向きに考えることができるようになってきた５
年生！立派な最高学年を目指し、もっと、もーっと成長し
ていきます！

連合音楽会にむけて
頑張っています！

