
 

 
優しさが 広がりますように 

副校長 村田 真紀 
 

 ２年ぶりに宿泊体験学習を行うことができ、６月に４年生は野島、５年生は赤城に行くこと

ができました。初めての宿泊に、出発式では緊張しているようでしたが、バスに乗るとすぐに

笑顔になり、どの活動も楽しんでいました。学校に戻ってくると、「疲れたぁ。けどまた行き

たい！」という声が聞かれました。また来年も行けるといいなと思います。宿泊体験学習を終

えると、子どもたちはとても成長します。時間を気にして動く姿が見られたり、班の友達を心

配して声をかける姿が見られたりしました。見通しをもって動く力や、他者を思いやって動く

力が育っていることを感じます。活動班や部屋班で、それぞれが自分の係の役割を頑張ってい

ました。班のメンバーにシーツを届けたり時間を伝えたりしながら、誰かの役に立っているこ

とを感じていたのではないでしょうか。体験学習を通して育まれた優しさが、これからも子ど

もたちの中で広がっていくことを願っています。 

    私は６年前に、実家が熊本地震で被災しました。震源に近かったため、叔母と９０歳近い叔

母の母が近くの町民体育館に避難していました。しばらくして、ようやく熊本行きの飛行機が

取れて、町民体育館に経口補水液や野菜ジュース等、必要と言っていた物を持っていきまし

た。すると、叔母の母が寝ている下に、畳が敷いてありました。体育館の固い床で眠れないこ

とを心配していたのですが、畳の上で寝ることができていたのです。そして、体育館の入口に

「東日本大震災の時には、熊本の畳を送ってくださって、ありがとうございました。今度は、

お礼に福島の畳を使ってください。」というお手紙が貼ってありました。福島の畳協会の方か

らのお手紙でした。東日本大震災の時に熊本から送られた畳のことを覚えていてくださって、

そして今度は熊本に送ってくださったのです。その手紙に、とても胸が熱くなり、感謝の気持

ちでいっぱいになりました。９０歳近い叔母の母は、おかげ様でその日から眠ることができま

した。優しさの連鎖って広がるのだなと感じました。それから数日実家にいたのですが、全国

から警察の方が助けに来られていたのを見かけました。背中に神奈川県警、兵庫県警、広島県

警…本当に全国から。他にも自衛隊の方や区役所の方もボランティアの方も、たくさんの優し

さをいただきました。 

   優しくされた経験がある人や子どもは、誰かに優しくすることができます。東台小学校の子

どもたちも、優しさに触れることができるような活動をしていきたいと思います。 
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           元気に行こう！のじま 

～たのしもう・じかんを守ろう・まなび合おう～ 

 お天気にも恵まれた６月２日・３日、野島宿泊体験学習を行いました。宿泊を伴う校外学習に、子ども達は期待に胸を膨ら

ませ、わくわくしながら宿泊地「野島」や、見学場所となった「カップヌードルミュージアム」「みなと博物館」「はまぎん子ども

宇宙科学館」などについて調べ、準備を進めました。実行委員は、スローガンを決め、キャンドルファイヤー、出発式・入所式・

退所式・帰校式などの計画をたて実行しました。毎日休み時間に集まり、真剣に話し合う姿に、責任をもって役割を果たそう

とする意気込みを感じました。家庭を離れ友達と食べた食事、同じ部屋で寝たこと、グループの約束を意識して協力して活動

しようとしたことは一人一人の大きな勇気と成長につながったことと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

６月１８日（土）土曜参観日に学校運営協議会が開催されました。この会は年３回

開かれ、学校運営に保護者の代表者、日頃から児童を見守ってくださっている地域の方々や有識者の方が参画し、

支援協力をしていただく会です。授業参観の後、校長から学校経営計画について、児童支援専任から児童指導につ

いて、また教務主任から今年度の学習の取組について説明しました。毎朝登校を見守ってくださっている方から、

以前より大きい声で挨拶ができる児童が増えているとのお話や、コロナ禍でも児童がのびのびと活動している様子

が感じられたとのご意見が伺え嬉しく思いました。温かい目で子ども達の成長や教育活動を見つめ、支えていただ

いていることにあらためて感謝いたしました。貴重なご意見をこれからの教育活動に生かしてまいります。 

学校運営協議会 

４年 体験学習 

防犯教室・サイバー犯罪防止教室 

 ５月３０日（月）に低学年に「防犯教室」、高学年に「サイバー犯罪防止教室」をテレビ放送で行いました。

低学年は「万引き防止」というテーマで、高学年は「インターネットの使用（写真の扱い方やメールでの言葉

の使い方）」というテーマで、クラスでの話合いも交えながら考えることができました。最後に鶴見警察署の方

から、ルールとは何かを考えることの大切さや、軽はずみな行動でも犯罪につながることがあるという話を聞

きました。そして、自分や周りの人を守るための行動をしてほしいというメッセージをいただきました。子ど

もたちは「万引きは絶対にいけないこと」「自分で考えて行動できるようにする」「大事なことはメールではな

く話して伝える」「自分もインターネットを使うから、これからも気をつけたい」などと学習の内容を振り返

り、学んだことを自分たちの生活と結びつけて考える姿が見られました。 

 みんなとおふろに入るのは、少しは

ずかしかったけれど、いざ入ってみると

以外に楽しくてうれしかったです。みん

なで朝のさん歩に行ったとき、２３９段

も上ってびっくりしました。でも、みんな

とさん歩ができてうれしかったです。み

なと博物館で船を見ているとき、こん

なに大きな船があるんだなと思いまし

た。実さいに乗ってみたいなと思いま

した。プラネタリウムを見ているとき、

「アンタレス」を知れてよかったです。 

 キャンドルファイヤーでろうそくを

初めて持った時にとても火がきれ

いだったので、こんなに明るいんだ

と思いました。火の長と火のせいれ

い達のえんぎもすごかったと思い

ました。ろうそくが消えたり、マント

が落ちたり色々なハプニングが起

きたけれど、無事にせいこうして、

怪我をする人が出ないで帰ってこ

られて良かったと思います。とても

いい思い出になりました。 



 

 

健康診断が終了しました！ 

 6月にすべての健康診断が終了しました。夏休み前に健康手帳をお配りしますので、結果をご覧いただき、お子さんと確認

をよろしくお願いいたします。その際に４・５ページの「定期健康診断」の身長と体重の記録を７または８・９ページに転記して

ください。また、それぞれの健康診断後に、受診が必要なお子さんには受診のおすすめもお配りしておりますので、病院への

受診をお願いいたします。 

なお、以下のページの「保護者印」の欄に捺印お願いいたします。 

学年 定期健康診断結果 身長・体重 歯の健康（学年ページ） 

１年 ４ページ ７ページ １７ページ 

２年 ４ページ ７ページ １７ページ 

３年 ４ページ ７ページ １９ページ 

４年 ５ページ ８，９ページ １９ページ 

５年 ５ページ ８，９ページ ２１ページ 

６年 ５ページ ８，９ページ ２３ページ 

学校保健委員会について 今年度のテーマ 【けがの原因を考えて、けがを予防しよう！】 

 昨年度まで 2 年間感染症について取り組んでまいりました。今年度はけがの予防に取り組んでいきます。児童保健委員会

でキャラクター募集やクラス目標の設定、ポスター作りなどを行い、全校の児童がけがを予防するためにどのようにすればよ

いかを考える機会にしていきたいと思います。 

＜献立について＞ 

〇旬の食材を多く取り入れました。 

（とうがん・えだまめ・オクラ・なす・ズッキーニ・すいか・トマト・とうもろこし・きゅうり・かぼちゃ・

にがうり） 

○七夕にちなんだ献立を取り入れました。（すましそうめん） 

○食欲が増す献立を取り入れました。 

（夏野菜のカレー、白身魚のチリソース、ジャガマーボー、カレーピラフの具、チリコンカーン、 

バーベキューソース炒め） 

○夏休み中の参考になる主食・主菜・副菜がそろった食事を取り入れました。 

 （ごはん、牛乳、肉じゃが、即席漬、だいずとじゃこの炒り煮） 

○夏野菜を使った献立を多く取り入れました。 

 （夏野菜のカレー、とうがんのスープ、夏野菜のスパゲティ、えだまめ、ゆでとうもろこし、 

ゴーヤチャンプルー） 

 

 

 

保健だより 今月の保健目標：汗の始末を上手にし、夏の病気を予防しよう 

 

夏休み前：７月２０日(水)が給食終了日です。 

夏休み後：８月３１日(水)が給食開始日です。 

給食だより 

http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/10/syokuzai/yasai1/sozaitext/06.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/10/syokuzai/yasai3/sozaitext/02.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/10/syokuzai/yasai1/sozaitext/07.htm
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/02/tanabata/sozaitext/01.htm


 

月 火 水 木 金 

   
 

１日   １短縮④ 

   2～6短縮⑤ 
スキルタイム 

個人面談① 

PTAベルマーク集計 

４日    短縮⑤ 
スキルタイム 

個人面談② 
学校カウンセラー(1日) 

 

５日   １・２④ 

3⑤ 4～6⑥ 

委員会発表 

クラブ活動 

４年出前授業 
卒業アルバム撮影（クラブ） 

６日        ⑤ 
スキルタイム 
交通安全教室（1・３年） 

 

７日    短縮⑤ 
スキルタイム 

個人面談③ 
 

 

８日   １短縮④ 

   ２～６短縮⑤ 
スキルタイム 

個人面談④ 

 

１１日  １～３⑤ 

         ４～6⑥ 

スキルタイム 

日光修学旅行（６年） 

１２日  １・２④ 

   ３～５⑤６⑥  

読書タイム 

 

１３日  1～５⑤ 

             6③ 

スキルタイム 

6年３校時より登校 

１４日   短縮⑤  

スキルタイム 

個人面談⑤ 
学校カウンセラー（１日） 

１５日    １④ 

      ２～６⑤ 
スキルタイム 

避難訓練 

（中休み・地震） 

大掃除 
１８日  

海の日  

 

１９日  １・２④ 

     ３～６⑤ 

読み聞かせ 

避難訓練予備日 

（中休み・地震） 

代表委員会 
 

２０日     ④ 

朝会 

給食終了  
学校カウンセラー（AM） 

２１日   

夏季休業開始 

（８月 26日まで） 

２２日    

 

８月２９日 短縮④ 

朝会 

３０日   短縮④ 

読書タイム 

 

３１日    ⑤ 

スキルタイム 

給食開始 

 

９月１日 １～４⑤ 

     5・６⑥ 

スキルタイム 

総合防災訓練 

委員会活動 

２日    １④  

２・3⑤ ４～６⑥ 

スキルタイム 

 

7月行事予定 
生活目標：東台小のよさを見つけよう  給食目標：運び方や配り方を工夫しよう 

保健目標：汗の始末を上手にし、夏の病気を予防しよう 

学校カウンセラー相談 

 カウンセリングに関するご相談・ご予約について

は、児童支援専任、中川（陽）までご連絡ください。

カウンセラー来校日は以下になります。 

7月 4日（月）1日  ７月 14日（火）1日 

7月 20日（水）AM   8月 25日（木）1日 

9月  5日（月）1日   ９月  7日（水）AM 

９月 15日（木）PM   ９月 29日（木）PM 

東台小学校 ☎５７１－０８１２ 

夏季休業期間と学校閉庁日について 
 夏季休業は、７月２１日（木）～８月２６日

（金）です。それに伴いまして、８月３日（水）

～８月１６日（火）までを学校閉庁日といたしま

す。この期間に緊急な連絡が必要なときは、下記

の連絡先にお電話いただきますようお願いいたし

ます。 
【緊急連絡先】 

東部学校教育事務所 指導主事室 
☎０４５－４１１－０６０８  

夏休み前の給食終了日は７月 20日（水）です。

また、８月３１日（水）から給食開始予定です。 

  

学校とまちとの連携の取組について 

 東台小学校の安全は、まちの皆様の大きな力によっ

て支えられています。 

 まず、一つ目は、見守り隊の活動です。見守り隊は、

東台の地域にお住まいの方で構成されています。黄緑

のベストが目印です。雨の日も風の日も高温の日も、

毎日欠かさず子ども達の通学を見守ってくださって

います。 

 二つ目に、光の子学援隊です。PTA の保護者の皆

様が中心となって、学校の門の付近で毎日子ども達の

安全を見守ってくださっています。 

 PTA・地域の皆様の温かいお気持ちに感謝してお

ります。夏休みの期間中は活動がありませんが、子ど

も達の通学が再開する８月 29日（月）から、またよ

ろしくお願いいたします。暑い中となりますので水分

補給等をされて、お体をご自愛ください。 

 
個人面談 

 ７月１日、４日、７日、８日、１４日に個人面談を行

います。お子さんの成長の様子をお伝えし、夏休みに向

けて課題の取り組み方について保護者の方と確認し合

えればと考えています。短い時間ではありますが、よろ

しくお願いいたします。 

 


