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〜学校だより 400 号〜

校 長

西川 和利

２月、如月に入りました。如月の語源は、寒さで
さらに重ね着をする「衣更着（きさらぎ）
」から由来
しているそうです。４日は立春。暦の上では春を迎
えますが、まだまだ寒さを感じる日も続きます。市
内では１月２５日現在、インフルエンザ様疾患によ
り学年閉鎖が１校、２４校４７学級が学級閉鎖の対
応をしています。近隣校でも学級閉鎖が出始めてい
ます。
本校では保護者の皆様のご理解ご協力により、
流行の兆しはありませんが、引き続き、うがい・手
洗いやマスクの着用、十分な睡眠時間の確保等予防への対応をよろしくお願いいたします。
さて、
「学校だより」が節目となる４００号を迎えました。そこで、第１号はいつ頃発行された
のか調べてみました。校長室に多少の欠号はありますが、１号から１００号まで製本された「学
校だより」が保存されていました。当時のＰＴＡだよりも合本されています。厚さは５ｃｍあり、
表紙には昭和５５年３月とあります。扉を開けると「学校だより・ＰＴＡだより（あおぎり）合
本にあたって」と題した当時の蓮見睦雄校長先生の巻頭言があり、
「後年、関係の各位がお読みに
なり、より光彩に富んだ歴史と伝統を積み重ねていただければ、企画に当ったものとして望外の
倖せと思うものであります。
」と書かれていました。さらにページをめくると折りたためられたＢ
４版の更紙に手書きで書かれ印刷された「学校だより第１号」が表われました。日付は、昭和４
３年５月１８日となっています。冒頭に当時の内田長平校長先生が「共通理解のために」と題し
て次のように書かれています。
「…子どもの成長を助ける教育という仕事では、特に共通の理解を
持つことが大切である。目的はＰもＴも同じである。方法は各人各様で千差万別。正直なところ
じょうずもあればへたもある。この『学校だより』をＰとＴの共通理解の広場として役立ててい
きたい。…」当時も今も思いは変わらないことが伝わってきます。第３号からはＢ５版４ページ
の活字印刷となり、その後、発行も学期２回程度と現在とは内容も形式も異なりますが、学年だ
よりや児童の作品も掲載されるなど当時の様子が文章はもちろん行間からも伝わってきます。そ
して、昭和５５年１月３０日発行の「学校だより」で１００号を迎えます。冒頭、当時の蓮見睦
雄校長先生が「二本の梅に 遅速を愛すかな」と蕪村の俳句を引用され、早咲きの梅と遅咲きの
梅があるように「子どもの個性、能力をよく見きわめ、そのもって生まれた性格、才能を最大限
に発揮させるべく、
教師も親も世の中全体も、
蕪村の梅に対する深い愛情を味わいながら見守り、
待つ心が大切だと思います。
」と述べられています。これも現在に生きる示唆に富んだ奥の深い言
葉です。
１号が発行されて今年で４９年。本校発展の為にご尽力された先輩方の歩みを振り返ることで
次の一歩を踏み出す力が湧いてきます。時代が流れても色あせず今も生きる言葉の光彩に、教育
の不易をこれからも大切にしながら教育活動を進めていかねばと決意を新たにしました。

みはみやのこを表す）
２月の行事予定（○数時は学年を、○

日・曜
行事等
１ 月 放課後ﾁｬﾚﾝｼﾞ(142 周年記念落語会)
2 火 代表委員会
⑥東中主幹教諭による授業
朝学習(算数) 登校指導
3 水
み 3 校交流会(第二東中､海老沼小)
○
おはよう活動・朝読書
②⑤読み聞かせ
委員会活動
4 木 おはなし会
③体験学習(市立博物館)
⑤法教育
5 金 朝会
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
市小学校管楽器連盟演奏発表会
6 土
土曜ﾁｬﾚﾝｼﾞ
市書きぞめ展覧会(体育館)
7 日
8 月 朝学習(国語)
放課後ﾁｬﾚﾝｼﾞ
9 火 あおぎり集会
避難訓練(竜巻)
朝学習(算数)
セルフアイチェック
10 水
なかよし給食
あおぎりタイム
11 木 建国記念の日
木曜日課
防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会理事会
12 金
クラブ活動
③クラブ見学
13 土
14 日
15 月 朝学習(国語)
放課後ﾁｬﾚﾝｼﾞ
16 火 音楽朝会
17 水 朝学習(算数)
学校保健委員会
おはよう活動・朝読書
③⑥読み聞かせ
18 木 新入学児童保護者説明会
クラブ活動
③クラブ体験
19 金 月曜日課
安全点検
20 土 ４校音楽のつどい(体育館)
21 日
朝学習(国語)
安全点検
22 月
学校評議員連絡会
⑤⑥お別れ球技会
表彰朝会
にこにこ相談日
23 火
み授業参観懇談会
⑥○
24 水 朝学習(算数)
おはよう活動・朝読書
①④み
○読み聞かせ
25 木
特別日課
③④⑤⑥クラブ発表会
資源回収日
保幼小連絡協議会
26 金
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校
27 土 吹奏楽定期演奏会（６年さよならコンサート：体育館)
28 日
29 月 朝学習(国語)
⑥校外学習(国会議事堂他)
3/
朝会
代表委員会
火
1
⑥発育測定
③④⑤授業参観懇談会
朝学習(算数)
登校指導
2 水
⑤発育測定
①②授業参観懇談会
おはよう活動・朝読書
③⑥読み聞かせ
委員会活動(今年度最終)
3 木 おはなし会
④発育測定
4 金 ６年生を送る会
5 土
6 日
7 月 朝学習(国語)
謝恩会
③発育測定

２月の生活目標 「気づく心をもとう」

日課が変更になります
〇12 日（金）
、18 日（木）
12 日は金曜日ですがクラブ活動を行います。3 年生
は次年度のクラブ活動選択の参考にクラブ見学(12日)
やクラブ体験(18 日)を行います。両日とも 16:00 に下
校します。
〇22 日（月）
卒業関連事業として、
「お別れ球技会」を行います。
5 校時に 6 年生と 5 年生が、6 校時に 6 年生と教職員
が対戦します。
5 年生は 14:55 に、6 年生は 15:55 に、1〜4 年生は
通常どおりに下校します。
〇23 日（火）
6 年生は授業参観懇談会のため 14:55 に下校します。
みやのこ学級でも授業参観懇談会がありますが、下校
時刻の変更はありません。
〇25 日（木）
「クラブ発表会」により、1､2 年生は 14:30 に、
3〜6 年生は 15:55 に下校します。
〇29 日（月）
「校外学習」により、6 年生は 16:00 に下校します。
交通事情等で時刻が前後することもあります。
〇3 月 1 日（火）
3,4,5 年生は授業参観懇談会のため 14:55 に下校し
ます。

「安全・安心」にご尽力いただいております
児童の登下校では、教員による登校指導の他、ＰＴＡ
の方々による防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方々による見守
り活動などにより、安全・安心が確保されております。
厚く御礼申し上げます。
12 日（金）
、防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会理事会を開催し、
子どもたちの安全・安心について情報交換を行います。
見守り体制が深化されるものと期待しております。

吹奏楽部の演奏をお聴きください
保護者・地域の皆様のご来場をお待ちしております。
〇4 校音楽のつどい 20 日（土）10:00〜12:00
青少年育成中部地区会主催の「４校音楽のつどい」
が、本校体育館で開催されます。本校をはじめ、芝川
小、大宮東中、第二東中の４校が演奏します。
〇吹奏楽部定期演奏会 27 日（土）13:00〜14:00
今年度最後の演奏会です。この一年の成果をご披露
いたします。

緊急連絡先を再確認してください
本校では、インフルエンザは流行しておりませんが、
引き続き感染防止にご協力ください。
また、傷病の状況によりお迎えをお願いすることがあ
りますので、届出の緊急連絡先（自宅や第１,２,３まで
の緊急連絡先）と、連絡が取れるようご配意願います。
・留守番機能に設定し、連絡が録音されるようにする。
・緊急連絡先の変更を学校に知らせる。
・お迎えに対応できるよう、所在を明らかにしておく。

