
1 

 

             つ南小の教育 
平成２７年度 ２月号    昭島市立つつじが丘南小学校  ℡（５４４）６４１１  www.city.akishima.ed.jp/~tsunan/ 

                 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

日々怠らず斧を研ぐ 

副校長  宇治 昭秀  

いつもより早く綻んだ梅の枝先に、まん丸くなった冬のスズメが遊んでいます。 

子供たちがつ南小の門をくぐる日も、残すところ３０日あまりとなりました。３５年間の永きにわた

り、たくさんの子供たちがこの教室で笑い、あの教室で泣き、そして学び育ってまいりました。そんな

笑い声や涙をいつも見つめ続けたつ南小は、子供たちにとってかけがえのない場所であり、そして永遠

に忘れがたき故郷です。 

今月は、そんな故郷に別れを告げる児童集会や閉校式・記念碑除幕式が行われます。子供たちが胸を

張り、しっかりと前を見つめて力強い歩みを進めていくことができるよう、取組を充実させてまいりま

す。 

また、来年度の教育活動に向けた教育課程の作成など、万全の準備を進めてまいります。 

今日２月１日は、アメリカ合衆国第１６代大統領エイブラハム-リンカーン(Abraham Lincoln）が、奴

隷制度全廃に向けた憲法に署名した日（１８６５）であり、アメリカでは「自由の日」と定められてい

ます。奴隷解放の父と呼ばれ、アメリカ史上最も偉大な大統領と称されるリンカーンは、事に向かう際

の備えの大切さについて「もし、木を切り倒すのに６時間与えられたら、私は最初の４時間は斧を研ぐ

時間に費やすだろう。」と語っています。教職員一同、残された期間に日々怠ることなく斧を研ぎ、新年

度、子供たちが歩みゆく道を切り開いていくことができるよう、努力を重ねてまいります。皆様の更な

るご協力をお願いいたします。 

≪今月の一句≫ 思わずも  ひよこ生まれぬ  冬いばら （寒明忌、碧梧桐を忍び） 

１月１２日（火）

１・２校時 

３年生席書会 

http://www.google.co.jp/url?url=http://hoehoes.blog92.fc2.com/category2-6.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjN7Z3jrbrKAhWHipQKHajcANAQwW4IHDAD&usg=AFQjCNExVrnSNyZPYRvXJXPtJrqyn7pCPw
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 【生活指導部より】 

 

 

 

 ２月は、「東京都ふれあい（いじめ防止強化）月

間」です。ふれあい月間とは、子供たちが安心し

て登校できる学校となるよう、いじめの未然防止

や解決に向けた取り組みを実施する期間です。

１・２学期と同じように、「生活アンケート」を実

施していじめ等の状況の把握に努めます。 

２月の１週目は「相手のことを考えた正しい言

葉遣いや行動を守る。」、２週目は「大人に対す

る言葉遣い(です・ます)を守る。」、３週目は「進

んで相手を思いやる行動や言葉がけに取り組

む。」、そして４週目には「お互いのよさを認め

合い、よりよい接し方を工夫する。」という目標

を立てています。いつも以上に教師と子供、子供

同士の心のふれあいを大切にし、尐しの変化にも

気付いていくことを指導の重点目標としていきま

す。閉校まで残り尐ないつ南小ですが、優しい心

で相手の気持ちを思いやり、最後まで「手と手を

つなぐ」つ南小となるよう、指導していきます。 

 

 

  

３学期になり、たてわり班清掃のリーダーが６

年生から５年生へ引き継がれました。 

５年生は各清掃場所のリーダーとして、低学年

の児童に優しく声をかけたり、毎回の反省会の司

会進行を担ったりしています。これまで６年生が

リードする様子をしっかりと見ていたので、どの

班も円滑に取り組むことができています。これま

で６年生が担っていた責任の大きさに気付き、改

めて６年生への感謝の気持ちも生まれているよう

です。６年生も、もうすぐ最高学年となる５年生

をさりげなくサポートしてくれています。 

 （田村） 

  

【教務部より】 

 

  

 つつじが丘南小学校では、子供たちの生活経験を

豊かにしたり、実際に体験したりする機会を大切に

しています。そうすることで、深い学びや生きる力

につなげていけると考えています。 

 

１月１３日 ２年生  

老人ホーム 

「ベルケア中神」訪問 

 童唄などを通して楽 

しく交流してくること 

ができました。 

 

１月１６日 ５、６年生 日本証券業協会出前授業 

「チャレンジ！お菓子の株式会社」 

 

 

 

 

 

 

 新商品の企画・宣伝体験を通して、社会を支える

仕組みについて学習しました。 

 

１月１９日 ５年生 「高齢者疑似体験」 

                疑似体験装具を 

着用して、高齢者 

の生活の大変さを 

体感しました。 

 

 

 

１月２７日 ４年生  

１月２８日 ５年生  

「トヨタ原体験教室」 

 ４年生は理科、 

５年生は社会科の 

発展学習として自 

動車や環境につい 

て学びました。（星野） 

ゲストティーチャーを招いた体験授業や

校外学習を積極的に取り入れています。 

２月の生活目標 

思いやりのある接し方を工夫しよう。 

 

たてわり班清掃のリーダーが、５年生に 

引き継がれました！ 
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【特別活動委員会より】 

統合記念。最後のツナンショ祭り 

 ２月１６日（火）に全校で統合に向けた集会を行い

ます。 

 当日の時程と内容について ８：４０～１２：１０  

第一部 ようこそ先輩集会（体育館） 

ミュージッククラブのトーンチャイムを合図にゲスト

ティーチャ―、本校卒業生の阿川健一さんから当時の

話を聞きます。 

第二部 お店で遊ぼう…例年実施しているツナンショ

祭りです。今回は、１年生によるお店も出店。最後の

つ南小らしさを表そうと各学年話合い活動を通してど

んなお店にしようかと考えています。 

第三部 校庭に移動し全校で大江戸ダンスを踊りま

す。 

保護者の公開については児童の活動を妨げない範囲で

参観してください。よろしくお願いします。 

たてわり班交流会について 

 ２月２９日（月）４校時・お弁当の日 

 ４・５年生が中心となり、６年生を招き、たてわり

班で楽しくゲームをしたり、感謝の気持ちをメッセー

ジカードに書いて渡したりします。楽しい班活動が終

わったら交流給食としてお弁当を食べます。本年度最

後のお弁当の日です。ご協力お願いします。 

 

６年生を送る会について 

 ３月４日（金） １３：１５～体育館 

 ６年生に感謝の気持ちをもつとともに、新校での委

員会活動や各種行事での伝統を任せる意欲をもたせる

ための学級活動の一環です 

当日は、４・５年生の代表委員を中心に司会・進行

の運営を行います。 

また、各学年による呼びかけや出し物を行います。

その後６年生から５年生への引き継ぎ式を行い、新校

での教育活動につなげます。 

保護者の参観については、当日保護者席を用意して

ありますが、参観される方は事前に担任まで連絡をし

てください。よろしくお願いします。    （小泉） 

  

 

【体育委員会より】                        

  なわとびオリンピック開催！ 

オリンピック・パラリンピックの東京開催に向け

た体力向上の一環として、１月～３月になわとびオ

リンピックを開催します！なわとびオリンピック

では、期間中に朝運動、休み時間、体育の時間にて

長縄や短縄に親しみ、３月９日のなわとび大会にて

技を競い合います。また、なわとび大会ではなわと

びオリンピックカードにて名人級まで合格した子

供の短縄を全校児童の前で披露します。オリンピッ

ク期間は校庭に縄跳びゾーンも設け、大会へ向け運

動に親しみながら友達と技を競い合ってゆきます。

ご自宅でもぜひ短縄の練習に取り組んでみてくだ

さい。                 （藤森）

 

 

2 月 29 日（月）のたてわり班交流会の日は、お

弁当の日です。1 年間一緒に活動をした「たてわり

班」の人たちと仲よくお弁当をいただきます。 

お弁当の中身は、赤・黄・緑の三つの食品群を意

識しましょう。赤(肉・魚)：黄（ご飯）：緑（野菜・

果物）の量の面積の比率が１：３：２の黄金比を目

指し、バランスを考えたお弁当をお願いします。水

筒へはお茶を入れて持たせてください。 

 

楽しいお弁当の日ですが、食物アレルギーのある

児童もいます。アレルゲン食品を間違って食べてし

まう事があるかもわかりません。アレルゲンの食品

を触った物で他の食品を触ってもアレルギー症状

がでることがあります。場合によっては生命の危険

を伴うこともあるかもわかりません。そこで、アレ

ルギーがある子もない子も、全員お弁当交換は禁止

とさせていただきます。 

気軽にお弁当交換などをしないように、ご家庭で

も話し合っていただきたいと思います。よろしくお

願いします。              (米田) 

 

3 学期お弁当の日 
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２月行事予定 
 

２/１（月） ２（火） ３（水） ４（木） ５（金） ６（土） ７(日)  

つなんしょアート

まつり 

歯の衛生週間始 

安全指導、安全点

検日 

午前授業 

  昔遊び地域交流会
（１・２年） 
瑞雲中学校新入生
説明会 
 

未来塾  

８（月） ９(火) １０(水) １１(木) １２(金) １３(土) 1４(日) 

薬物乱用防止教室

（５・６年） 

 委員会活動 建国記念日 歯の衛生週間終   

1５(月)  1６(火) 1７(水) 1８(木) 1９(金) ２０(土) ２１(日) 

オープンウィーク 

新１年生保護者会 

 

統合記念ツナンシ

ョまつり 

  

租税教室（６年） 

 

光華小学校研究発

表会のため午前授

業 

 

閉校式 
 

 

２２(月) ２３(火) ２４(水) ２５(木)  ２６(金) ２７(土) ２８(日) 

  クラブ活動 

（３年生クラ

ブ見学） 

瑞雲中学体験授

業（６年） 

 未来塾  

 

２９(月)       

たてわり班交流会 

お弁当の日 

      

 

 

 

 

 

 

＜相談予約方法＞                                      

①副校長に電話で申し込む。 

 TEL: ０４２－５４４－６４１１             

②カウンセラー来校日であれば、直接電話での話も可。 

（①の番号に電話し、カウンセラーへつなぐ。） 

③連絡帳などを使って担任を通して申し込む。 

※原則、午前中は子供たちとの相談や観察を中心に、午後は保護者・教員との面談を中心に活動して

います。ご協力ください。 

 また、教育相談は市の教育相談室でも行っています。ご活用ください。 

 昭島市教育相談室（０４２－５４１－４４４５） 

＜２月のスクールカウンセラー（S.C 来校予定＞ 

 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月） 

相談室より 

つつじが丘南小学校に 6 年間在職させて

いただきました。先生方のご指導・ご協

力ありがとうございました。 

子供たちの「おいしかったよ。」の言葉

を聞くと、とてもうれしかったです。新

しい職場でも、安全でおいしい給食を作

って行きたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

前給食調理 村上 久美 

 

S．C 来校 

S．C 来校 

S．C 来校 

S．C 来校 

S．C 来校 
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