
 

 
校長 源関 正浩 

掃除、そして「光る汗」 

 

「師走」（しわす）です。師走といえば大掃除。 

日本における大掃除は、暮れの年中行事であった“煤（すす）払い”が由来だそ

うです。煙とほこりが一緒になって天井などについたものを煤と言います。昔は部

屋の中で火を使っていましたから、いつも煤だらけでした。 

また、昔の日本では、お正月には「歳神様」をお家に迎える準備として、隅から

隅まできれいに清めていました。「歳神様」というのは、家を守り家族を豊かにしてくれる神様のこと

です。だから年末の大掃除、日本人にとっては、ただの掃除ではなく、一年の感謝と新年の幸せを願う

神聖な儀式のようなものでした。 

 

掃除には「汚れを落とす」という労働としての側面だけでなく、「こころの内面を磨く」という人と

してのあり方をよりよくしようとする側面もあります。 

掃除は人格の完成を目指す日本の教育において、大切な教育活動の一つです。 

 

さて、きれいな学校は気持ちのいいものですし、勉強や運動にも集中できますし、友達を大切にしよ

うとする意欲も高まります。 

そして、そんな学校でありたいという思いから、いつも生活している場所を感謝の気持ちで磨き続け

れば、こころの内面も磨かれますし、そのためにかく汗は「光る汗」です。 

もちろん、本校の子どもたちは一生懸命掃除に取り組んでいるので、汗が輝いています。 

 

冬休み、私も家族と共に「光る汗」をかきながら大掃除に取り組み、汚れているところをきれいした

り家族へ感謝の気持ちを示したりしながら、新たな気持ちで新年を迎えたいと思います。 

各ご家庭におかれましても、子どもと共に「光る汗」をかき、有意義な冬休みをお過ごしください。 

 

 

最後となりますが、今年も本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありが

とうございました。来年もよろしくお願いいたします。 

来年も、子どもとともに「光る汗」をかき、さらに飛躍する年（卯年）にして

いきたいと思います。 
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 １１月 30日(金) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語活動 国際理解教室 

３年 社会科見学 

 心配された前日までの雨もあがり、３年生は待ちに待った

社会科見学でした。川崎市多摩区の生田緑地にある日本民

家園には 25 の文化財建造物があります。いくつかの古民家

は、中に入って、昔の道具や部屋のつくりなどを観ることがで

き、熱心にメモをとる姿も多く見られました。 

 ボタンやスイッチ一つでいろいろなことができたり変化した

りする今の時代を当たり前に生活しているみんなには不思議

に思えるものもたくさんありました。 

 楽しみにしていたお弁当の時間もそこそこに、次に訪

れたのは川崎駅の西口を出たところにあるラゾーナに

隣接している東芝科学館です。創設者の幼少期から興

味があって作り上げたからくり人形にはみんなも驚きを

隠せない感じでした。ねじを巻いて湯呑を乗せると動き

出し、湯呑を受け取って飲む間は待っていてくれ、飲み

終わって返すと元居た場所に戻っていく人形です。 

 その他にも洗濯機や冷蔵庫など、東芝が開発した家

電品なども展示してあり、社会の学習を先取りしまし

た。他にもいろいろなブースがありましたが帰校の時間

となり残念そうでした。 

外国語活動の授業では、英語に慣れ親しむとともに、友達とコミ

ュニケーションを図る楽しさを味わうことを大切にしています。 

今年度は、イナ・ボルへ先生と一緒に授業をしています。 

低学年は、歌や絵本やゲームなどを取り入れたり、先生や友達と

英語でやりとりをしたり、たくさん聞いて慣れ親しむことを大切に

しています。5・6年生の外国語は、自分の好きな食べ物や行ってみ

たい場所などについて会話したり、英語の絵本のペープサートにチ

ャレンジしてみたりと、相手に伝わるような工夫をしながら学習し

ています。 

国際理解教室は毎年異なる国の先生が来校します。 

今年度は、シンガポール出身のモニカ先生です。シンガ

ポールのお金や写真を実際に見たり、国の歌やクイズや

ゲームを教えてもらったりしています。 

子どもたちにとって身近なことについて学習し、自国の

文化と比較して考えたり、新しい発見を楽しんだりして

います。 

シンガポールは、道にゴミ

を捨てたら、お金を払うよ 

日本とルールが違うね。 

What shape？  

Star

★ 

6年生が 1年生に、「はらぺこあおむし」の英語

の絵本をペープサートで発表してくれました。 



 
にんにく・・０．２ｇ     とろみがつくまで煮る。                                        

トマトケチャップ・・１０ｇ チキンブイヨン・・１０ｇ 水・・３０ｇ 

塩、こしょう、砂糖、ソース、しょうゆ、油・・適量 

 

 

１２月２４日から冬休みに入ります。クリスマスにお正月、楽しい行事がたくさ

んありますが、体調を崩しては台無しです。生活リズムを整え、感染対策をしっか

りして過ごしましょう。「冬休みの健康チェックカード」を配付します。ご家庭で

取り組み、１月１０日に担任にご提出ください。 

＜出席停止手続きについて＞   
学校感染症にかかって学校を休んだ場合は、医師の診断に基づき、学校長の判

断により学校は出席停止となります。オンライン欠席連絡や連絡帳等で欠席連絡

を受けた後、担任から健康手帳をお渡しします。保護者が医師からの指示をご記入ください。（医

療機関による治癒証明書は不要です）場合によっては、再登校後、健康手帳をお渡しする場合もあ

ります。 

インフルエンザの出席停止期間は「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過する

まで」となっています。昨今は抗インフルエンザ薬の効果で、服薬後すぐに解熱する場合がありま

すが、解熱後もウイルス排出の可能性があります。他の児童への感染拡大を防ぐため、基準通りの

自宅療養をお願いします。 

※新型コロナウイス感染症も出席停止となりますが、健康手帳は使用していません。電話連絡が基本となります。 

<給食時間について＞ 

 「衛生管理マニュアル」の改訂により、給食時間の感染症対策が変更されました。今後は、机を向かい合わ

せにせず、なるべく離した状態で、大声での会話を控えて食べることになります。児童間の会話は可能とな

りましたが、座席配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を講じ、感染状況も踏まえつつ、感染拡大の

防止と学校教育活動の充実に向けて取り組んでまいります。 

 

 

 

＜１月の献立について＞ ＊１月１１日（水）から給食開始です。 

  ・日本の伝統的な食文化を伝えるために、正月料理を取り入れました。（白玉ぞう煮、なます） 

 ・給食週間にちなんだ献立を取り入れました。 

  ・給食の歴史を伝える献立・・・セルフおにぎり  ・横浜に関わりの深い献立…すき焼き風煮 

 ・冬においしい旬の食品を取り入れました。 

   （ぶり、たら、ブロッコリー、ほうれんそう、はくさい、だいこん、みずな、ぽんかん、ゆず） 

＜独自献立（献立変更）のお知らせ＞  

・５年２組今野志摩子さんの作品が、第２０回はま菜ちゃん料理コンクールで入選しました。 

東台小学校では１３日(金)のチリコンカーンを入選料理の大根ポークビーンズに変更します。 

［材料］豚こま肉・・２０ｇ［作り方］①たまねぎ・だいこん・にんじんを１．５ｃｍ角切りにする。 

１人分 だいず・・・１７ｇ  ②にんにくはみじん切りにする。③だいずをやわらかくゆでる。 

たまねぎ・・５０ｇ  ④なべに油とにんにくを入れ、焦がさないように炒め、豚肉を 

だいこん・・３０ｇ  入れ色が変わるまで炒める。⑤たまねぎ・だいこん・にんじんを 

にんじん・・１５ｇ      入れ軽く炒める。⑥だいず・水・チキンブイヨン・調味料を入れ、 

保健だより 

給食だより 

１月保健目標 寒さに負けず丈夫な体作りに取り組もう 



 

 

 

月 火 水 木 金 

2日 

休庁日 

3日 4日 

閉庁日 

5日 

 

6日     

 

9日 

成人の日 

10日     短縮④ 

朝会 

12：25下校 

11日     ⑤ 

スキルタイム 

給食開始 
学校カウンセラー(AM） 
 

１２日  １～３⑤ 

      ４～６⑥ 

スキルタイム 

書初め６年 

 

 

13日    １④ 

２・３⑤     
４～６⑥ 

スキルタイム 

書初め４年 

16日     ⑤  

スキルタイム 

書初め３年 

給食クイズ（昼） 

 

 

給食週間（20日まで） 

17日    1・２④ 

３・４⑤ 

     ５・６⑥ 

読書タイム 

書初め５年 

委員会活動 
 

18 日     ⑤
スキルタイム 
学校カウンセラー（１日） 

給食クイズ（昼） 

校内書初め展 

（２４日まで） 

１９日   1～３⑤ 

4～６⑥  
スキルタイム 

 

20 日   1 ④        
２～６⑤ 

スキルタイム 

授業研究日 

給食クイズ（昼） 

23日     ⑤         

スキルタイム 

議題説明会 

 

24 日  １・２④
３～６⑤ 

読み聞かせ 
薬物乱用防止教室 6年 

25日 特別時程④ 
鶴見区一斉授業研究会 
学校カウンセラー（PM） 
12：55下校 

（授業実施クラス
14：50下校） 

26 日  １～３⑤     
４～６⑥ 

スキルタイム 

 

27日    １④ 

２・３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

30 日  １～３⑤   
４～６⑥ 

スキルタイム 

代表委員会 

 

 

31日  １・２④ 

  ３⑤ 

４～６⑥ 

音楽朝会 

クラブ活動 

 

2月 1日    ⑤ 

スキルタイム 
学校カウンセラー（１日） 

 

2 日   １～３⑤     
４～６⑥ 

スキルタイム 

 

3日   １④ 

２・３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

心の教育ふれあいコ
ンサート５年 

1月行事予定 生活目標：外で元気よく遊ぼう 給食目標：感謝の気持ちをもって食事をしよう 

保健目標：寒さに負けず丈夫な体作りに取り組もう 

保健目標：かぜの予防をしよう 

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。 

１月 11日（水）AM    １月１８日（水）１日 

１月 25日（水）PM    2月 １日（水）１日 

東台小学校 ☎５７１－０８１２ 

校内書初め展 

 １月１８日（水）から１月２４日（火）まで、校内書初め

展を公開します。9：00～14：00の間でご参観ください。 

各教室の前に展示をしています。来校の際には、上履き、

名札をご持参ください。 

冬季休業期間と学校閉庁日について 

冬季休業は、１２月２4日（土）～１月 9日（月）です。

それに伴いまして、１２月２７日（火）～１月５日（木）まで

を学校閉庁日といたします。また、１２月２９日から１月３

日までは休庁日となっております。１２月２７・２８日・１月

４・５日に緊急な連絡が必要なときは、下記の連絡先に

お電話いただくようお願いいたします。 

（１２月２９日～１月３日はつながりません） 

【緊急連絡先】 

東部学校教育事務所 指導主事室☎０４５－４１１－０６０８  

１月 避難訓練 

 １月のどこかで、無予告の避難訓練を実施いたしま

す。今回は校内での実施で、地震発生の想定となりま

す。 

鶴見区一斉授業研究会 

 １月２５日（水）の鶴見区一斉授業研究会は、本校で

特別活動の授業を３クラス実施いたします。実施クラス

は、2-3、4-1、5-4 です。この３クラスの下校時刻は、

14：50 となります。翌日に授業の短縮等はありません。 

1・2年生は教室で 13日までに書初めを行います。 

2 月 4 日（土）校庭開放 10：00-12：00 


