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絆を深めた大縄記録会
「やったぁ！！学級新記録だよ！」ととびっきり
の笑顔で歓声があがりました。
「ありがとう。ずっと
縄を回してくれて。
」
「いつも背中で『はいっ』とタイ
ミングを教えてくれて，とても心強かったよ」
・・・。
２学期の終わりから，学級での取組を始めた大縄
跳び（８の字跳び）
。はじめはなかなかうまく跳べな
くて，気持ちもばらばらでしたが，何度も練習や話し
合いを重ねたり，ＢＳ学級（異
学年交流学級）で教え合ったり
して，どの学級もとても上手に
跳べるようになりました。本番
は，どの学級も今までの練習の
成果を十分に発揮することがで
き，どのクラスも，今まで以上
に，絆を深めることができまし
た。
大縄記録会の後，各学級ではお互いのがんばりを
認め合い，思いやりと感謝を伝え合う姿に，この 1 年
間の学級の歩みと一人一人の
成長を感じました。
当日は，寒い中にもかかわら
ず，１００名以上の保護者の方
にご参観いただきました。熱い
ご声援をありがとうございま
した。

《大縄記録会結果》
チームワーク賞：全学級
跳んだで賞
１位 １－１(183)
低学年 ２位 ２－１(150)
３位 ２－３(147)
１位 ４－１(303)
中学年 ２位 ４－２(298)
３位 ３－３(286)
１位 ６－１(374)
高学年 ２位 ６－２(322)
３位 ５－１(295)

伸びたで賞
１－１(103)
２－３ (78)
２－２ (72)
３－２(146)
３－１(143)
3-3・4-1(130)
５－１ (59)
６－１ (55)
５－２ (39)

※跳んだで賞：記録会当日の記録の上位３位
※伸びたで賞：練習の開始時からの記録の伸びの上位３位

さて，いよいよ２月です。今年度もあと２ヶ月とな
りました。２月と言えば「節分」
。
「鬼は外！福はう
ち！」と心の中の見えない鬼も追い払いたいもので
す。そして，１年間の個人や学級・学年の宝物を確か
め合い次の学年に引き継ぐ時期です。
「心の鬼」に負
けず「めあてをもって進んでやりぬく」残り３８日間
（６年生は３７日間）としていきます。

東っ子の姿を紹介します
書き初め会（1 月 7・8・9 日）

今年 1 年間の願いをこめながら，一文字一文字，丁寧に
書き初めを行いました。BGM「春の海」が流れる中，３学期
のスタートにふさわしい集中した一時間でした。
６年行政相談出前教室（1 月 19 日）
社会科の学習の一環
として，６年生が『行
政相談出前教室』に参
加しました。行政相談
員の方から，「行政と
は何か」「行政相談と
は何か」を学び，自分
達のくらしと行政の
関わりに関心をもつ
ことができました。

３年食育の授業（1 月 10 日）
３年生がヤクルト食
育出前授業『おなか元
気教室』に参加しまし
た。腸の役割や乳酸菌
の働きを知り，
「早寝・
早起き・朝ご飯・朝うん
ち」の大切さについて
考えました。自分の生
活を見直すよいきっか
けになりました。
６年租税教室（1 月 25 日）
６年生が『租税教
室』で，税理士さん
から，税金について
学びました。はじめ
は，税金は必要がな
いと考えていた子
どもたちも，学習を
終えた後は、税金の
大切さと必要性を感じとることができました。

お知らせとご案内
◇２月授業参観・懇談会◇
今年度最後の授業参観を，下記のように行ないます。お子様
の１年間の成長の様子をじっくりごらんください。また，今年
度のまとめの学年懇談会です。魅力的な内容を準備しています
ので、ぜひご参観・ご出席をお願いします。
【期日】２月８日(金)
【内容】第４校時(13:00～)１・３・４年生
第５校時(13:55～)２・５・６年生
学年懇談(15:00～)各学年の会場

◇インフルエンザ予防のために◇
インフルエンザの流行が本格的です。
学校では，除菌水を活用して衛生的に湿度を
保ち，換気，手洗い・うがいを確実に行うように
しています。家庭でも、外出した
後や食事前の「手洗い・うがい」
，
週末の外出をさける，栄養をと
り，十分な睡眠をとるなど，予防
に努めましょう。また，清潔なハ
※授業や学年懇談会までの待合室として，第１図書室をご利用ください。 ンカチやティッシュ，予備のマスクの持参につ
いてもよろしくお願いします。
◇来校される際は◇
◇６年生を送る会◇
◇通学班会◇
６年生に感謝の思いを伝え，東小
学校では，より多くの保護者のみなさま
新年度の通学班で，集合時
に子どもたちの頑張りを見ていただきたい の伝統を受け継ぐ６年生を送る会を 刻・集合場所・留意事項の確
と考え,学校公開を積極的に進めています。 行います。
認をします。通学班会の後
その際，下記の３点について再度ご確認く 【期日】３月１日（金）体育館
は，校外委員さんや担当の先
【時間】9：40～11：15
ださい。
生といっしょに下校します。
①ＰＴＡ用名札をご着用ください。
【内容】各学年の発表
【期日】３月２日(土)
②お子様を含め，
周囲の児童の映像や個人情報を無
伝統の引き継ぎ式
10：40～
断でインターネットやスマホ上に公表したり，
ラ
６年生からの贈り物等
下記の点について，ご家庭
インやブログ，
インスタグラム等に拡散したりす
会場が手狭なため，６年生の保護 でもお子様といっしょにご
ることがないよう十分ご留意願います。
者にのみ，参観席を
確認ください。
③授業や教育活動・PTA 活動等に支
準備します。防寒対
・通学路での最寄りの「子ども
障がないよう，参観中の私語や携
110 番の家」の場所
策もよろしくお願い
帯電話の使用はご遠慮ください。
・通学路での危険箇所，注意事項
します。

２ 月
１日(金) おは♥スマ
スクールカウンセラー来校日
２日(土) 子どもの意見を聞く会
５日(火) かがやき（水曜日から変更）
６日(水) 中学校１日入学
８日(金) 授業参観・学年懇談(15:00 下校)
ベルマークの日
１１日(月) ㈷建国記念の日 バスケットボール大会
１２日(火) 小学校１日入学・入学説明会
１４日(木) 音楽朝会
１５日(金) おは♥スマ 研究会のため全校 5 時間(15:10 下校)
１６日(土) 土曜授業
子どもの造形展・ふれあい教育展～18 日
１９日(火) 研究会のため全校 5 時間(15:10 下校)
ＰＴＡ実行委員会
２１日(木) 教育相談Ⅰ
２２日(金) 教育相談Ⅱ ※教育相談中の下校時刻 15：15
スクールカウンセラー来校日
２５日(月) 教育相談Ⅲ
２６日(火) 教育相談Ⅳ（全校 15:15 下校）
２７日(水) ときめき（３年生見学）
２８日(木) 全校朝会 西濃図書館教育表彰式（本校）

３ 月
１日(金) おは♥スマ
６年生を送る会・学校評議員会
２日(土) 土曜授業 通学班会
５日(火) 中学校卒業式
７日(木) 児童集会：車椅子贈呈式
校外学習(ﾄﾞﾘｰﾑｼｱﾀｰ のびっ子)
８日(金) 廊下・階段油拭き（15:15 下校）
１１日(月) ベルマークの日
１２日(火) 音楽朝会
１３日(水) ときめき（最終）
１４日(木) 児童集会：感謝の会
１５日(金) おは♥スマ 大掃除(教室油拭き)
２０日(水) 東幼稚園卒園式
２１日(木) ㈷春分の日
２２日(金) 卒業式準備 PTA 記念品贈呈式
２５日(月) 小学校卒業式
２６日(火) 修了式 離任式
平成 31 年度
始業式・入学式
4 月 8 日(月)

