
 

 
校長 源関 正浩 

 学びを通して日常を楽しむ 

 

８月１日の夜、国際宇宙ステーションが日本の上空を通過し、肉眼でも見ること

ができました。 

地球上から肉眼で見えるときには流れ星のような感じですが、地上から約 400km

上空に建設され、サッカー場ぐらいの大きさです。そして、飛行機の約３０倍の速

さで地球の周りをまわり、約１時間半で地球を１周します。宇宙飛行士の野口聡一

さんも長期滞在していました。 

 

しかし、ふと２つの疑問を抱きました。「なぜ８月１日なのか。なぜ流れ星のように地上から見ること

ができるのだろうか？光を放っているわけでもないのに・・。」 

調べてみると、この疑問は小学校の理科の天文分野の学習から解決できることが分かりました。 

なぜ８月１日なのか？地球の自転と関係しているのではないかと想像できます。３年生では日陰の位

置が時間によって変わるという学習をしたり、４年生では星の観察学習をしたりして、自転や公転の感

覚を学びます。 

なぜ輝いて見えるのだろうか？６年生では月について学びます。月は太陽のように光を放つのでしょ

うか？ 

  

分かったことは、日本上空を通過するときの国際宇宙ステーションの

軌道と地球の自転のタイミングの合致が、たまたま８月１日だったので

す。そして、国際宇宙ステーションが太陽の光を受け輝く場所にいる時、

日本が夜だったというタイミングも合致しました。だからこそ、国際宇

宙ステーションは、日本の上空を流れ星のように輝きながら通り過ぎた

のです。 

 

学びの積み重ねが疑問を解決しました。 

学びは日々の事象との関わりを楽しいものにしてくれます。 

 

「冷房の風向きは上向きがいいよ。（『空気の温まり方』から考えると・・。）」 

「本当だぁ。涼しくなるのが速くなったね。」 

「はさみは刃のつけ根のほうがよく切れるよ。（『てこのはたらき』で教わった。）」 

「すごい！簡単に切れるよ。」 

 

学ぶことも楽しみになりますね。 
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５年生は６月２３日（木）～２４日（金）に、群馬県昭和村にある赤城林間学園へ行きました。子

ども達にとって初めての宿泊体験学習ということもあり、楽しみと不安が入り混じった表情をして

いましたが、当日は「あ 安全に か 考えながら行動 ぎ 協力」を意識して、学びの多い行事

にすることができました。 

１日目は世界遺産に登録された富岡製糸場を見学し、また、歴史ある建物に昔の人の思いを感じ

ることから始まりました。その後長いバス旅を終えて宿泊施設へ到着すると、グループごとに学園

の周りを散策するウォークラリーに出かけました。昭和村の景色は私たちが住む鶴見区とは違い、

自然が豊かで空気がおいしいことに気付く子ども達。コマ図を片手に協力しながら歩みを進めまし

た。夜はキャンプファイヤーで火を囲みながら全力で盛り上がり、仲間の素晴らしさを感じること

ができました。最後に５年生が一つになって歌った歌は、忘れられない思い出になりました。 

 朝のラジオ体操から始まった２日目。こんにゃくパークに行き、こんにゃくの作り方を実際に体

験して学びました。自分達で作ったこんにゃくは、お家へのおみやげになりました。 

 こうして無事に学校に帰って来ることができました。到着式での表情は、出発式のときよりも一

回り大きく頼もしくなったように感じました。この経験を今後様々な場面で活かしてもらいたいで

す。 

 

  

  

７月１１日（月）～１２日（火）、日光修学旅行に行ってきました。スローガン「みんなで団結！日光

に大きな虹をかけよう！」を目標に、ミニハイキングや日光彫体験、キャンプファイヤー、華厳の滝や日

光東照宮の見学を行いました。実行委員を中心に準備を進めて、「仲間と助け合い、協力すること」「約束

や時間を守ること」「自分で考えて行動すること」などを意識し、６年生全員が団結することができまし

た。湯ノ湖のほとりで行ったキャンプファイヤーでは、ゲームやダンスで盛り上がり、一体感を味わうこ

とができました。 

この２日間で心身ともに大きく成長し、最高学年としてふさわしい姿を見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年 日光修学旅行 

みんなと団結して取り組

めたので、目標の虹をかけ

られたと思います。これか

らもクラスや学年のみんな

で協力してイベントを成功

させたいです。 

事前に東照宮の調べ学

習をしたので、当日はグ

ループのメンバーに分か

りやすく説明することが

できました。 

日光東照宮ではみんなが調べた

場所を回ることができました。班

で協力し、楽しかったことや成長

したことなどたくさんの思い出を

作ることができました。 

スローガンの「仲間と団結」を

達成できたと思います。ホテル

で、風呂に入って話をしたり、部

屋でみんなとはしゃしだり、いい

仲間との思い出ができました。 

友達のことを思いやったり、互

いの違いを認め合ったりして過ご

すことの大切さに気付きました。

協力と助け合いをすることで笑顔

がたくさん生まれました。 

５年 宿泊体験学習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月３１日(水)から給食が始まります。 

 

 

＜献立について＞ 

○旬の食品を取り入れました。（かつお、なす、ピーマン、なし） 

○十五夜(９月１０日)にちなんだ料理を取り入れました。（月見汁） 

○敬老の日にちなみ、日本型食生活のよさを伝える献立を取り入れました。 

（ごはん、さばのみそ煮、磯香あえ、沢煮椀） 

○残暑が厳しい時期なので、主食が食べやすい献立を多く取り入れました。 

（ビビンバ、麻婆なす、豚丼の具、いわしのかば焼き、豚肉と野菜のしょうが炒め） 

〇ミネラルが豊富な食品を使った料理を積極的に取り入れました。 

（磯香あえ、栄養満点丼の具、海藻サラダ） 

＜独自献立のお知らせ＞ 

＊８月３１日(水) ごはん・牛乳・チャーハンの具・中華スープ・グレープゼリー 

 (５月に好評だった新献立のチャーハンの具と、果汁をたっぷり使用したグレープゼリーです。) 

 

 

保健だより 9月の保健目標：生活リズムをみなおそう けがを予防しよう 

 

給食だより 

〇新型コロナウイルス感染症について 

 現在、新型コロナウイルス感染症が再拡大しております。学校では感染症対策を行いながら、学習活動を進めてまい

ります。具体的には、「３つの密を避ける」「人との間隔が十分とれない場合のマスクの着用」「手洗いなどの手指衛

生」「こまめな換気」等を継続してまいります。繰り返しのお願いになりますが、ご家庭では毎朝の児童の検温と健康観

察はもちろんのこと、児童の家族や同居人の方に発熱等の風邪症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症の感染

疑いがあり、ＰＣＲ検査等を受ける必要が生じた場合には、検査結果が判明するまでの間、児童の登校を控えて、家庭

での健康観察をしていただきますようお願いいたします。なお、当該児童は「欠席」とせずに「出席停止・忌引き等」とし

ます。 

学校では厳しい暑さが続く中、熱中症予防のため登下校中や、体育の授業や運動時はマスクを外すよう伝えていま

す。ご家庭でもマスクを外す際は、十分な距離を保ち、できるだけ会話は控える等のお声かけをお願いいたします。 

また、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事で抵抗力を高められるよう、夏休み明けの生活リズムの見

守りもよろしくお願いいたします。 

                                  

 

 

落としたり汗で汚れたりして、保健室に替えのマスクをもら

いに来る児童が増えています。ランドセル内に、予備のマス

クをご準備くださいますようお願いいたします。 



 

 

 

月 火 水 木 金 

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 
タイム測定（3年） 

委員会活動 

2日    １④  
２・3⑤ ４～６⑥ 

スキルタイム 
タイム測定（1 年・7
組） 

リレー選考（6 年） 

 

5日     ⑤ 
スキルタイム 

タイム測定（5年） 
学校カウンセラー(1 日) 

 

6日   １・２④ 

3⑤ 4～6⑥ 

朝会 

クラブ活動 

 

7日        ⑤ 
スキルタイム 
学校カウンセラー（AM） 

8日      ⑤ 
スキルタイム 

授業参観 
 

 

9日          1④  

2～6⑤ 

スキルタイム 

 

 

１2日     ⑤ 
スキルタイム 

PTA運営委員会 

13 日  1・2④ 
3～6⑤ 

集会（朝） 

 

 

14日     ⑤ 
スキルタイム 

 

15日     ⑤  
スキルタイム 
歯科検診(1.3.4 年.7 組) 
学校カウンセラー（PM） 

16日        1④ 

 2～6⑤   

スキルタイム 

19日  

敬老の日  

 

20日   1・2④ 
3～6⑤ 

読み聞かせ 
 

21日      ⑤ 

スキルタイム 

 

22日     ⑤ 

スキルタイム 

2年遠足（八景島） 

 

23日    

秋分の日 

26日  1～3⑤ 
4～6⑥ 

 

スキルタイム 
校内美化活動（1.3 年） 

27日   1・2④ 
3～6⑤ 

音楽朝会 

 

28日     ⑤ 

スキルタイム 

代表委員会 

 

 

29日   1～5⑤ 

       6⑥ 

スキルタイム 
運動会係活動（6年・
5年リレー） 
学校カウンセラー（PM） 

30日    １④  
2～6⑤ 

スキルタイム 

授業研究日 

10月3日    ⑤ 

スキルタイム 

発育測定 6年 

 

4日  1・2年④ 

3・4⑤ 5・6⑥ 

朝会 

発育測定 5年 

委員会活動 

5日     ⑤ 

スキルタイム 

発育測定 4年 

6日   1～3⑤ 

     4～6⑥ 

スキルタイム 

発育測定 3年 
社会科見学（オンラ
イン）5年 

7日     ④ 

前期終業式 

PTA校内美化活動 

8.9月行事予定 

生活目標：時間を守ろう 給食目標： 当番にすすんで取り組もう 

保健目標：生活のリズムを見直そう けがを予防しよう 

けがを予防しよう 

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。 

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 

授業参観・懇談会、運動会について  

 先日、授業参観、運動会についてお知らせを配付い

たしました。 

授業参観ですが、昨今の新型コロナウィルス感染症

の状況より、全校一斉での授業参観の開催方法を見直

すこととなりました。先日配付いたしましたお知らせ

の通り、分散での開催・懇談会の中止となりましたこ

とをご了承ください。 
 運動会は、昨年度の「スポーツフェスティバル」よ

り前進し、かつ、子ども達の運動のしやすさ等、東台

小学校の実情や実態に合わせ、持続可能な方法を模索

してきました。今年度より、「紅白で分けて競う」

「低・中・高学年ごと」「午前中」で開催していきま

す。引き続き、感染症予防を行いながらの開催となり

ます。お子さんが今できる限りの力を発揮する場とな

ると思います。参加人数に限りがありますが、ご参観

をお待ちしております。 

懇談会資料について 

 

 今回の懇談会では、あゆみの見方について主に

お伝えする予定でした。懇談会の資料について

は、今回配付いたしません。各学年の学年便りに

て行事等のご確認をお願いいたします。あゆみの

見方については、10月に配付いたします。ご了

承ください。 


