
  

 

 

 

 

             今こそ 

       翼ひろげて 光せおって 

             ～３学期スタートに寄せて～ 

校長  島野 歩 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 新しく迎えた年が、子どもたち、保護者の皆様、ご家族にとって幸多き年になりますよう 

心からお祈り申し上げます。 

 

 

 ようやく鎮静化してきたと思われていたコロナ禍でし 

たが、新しい年になったとたん急激にオミクロン株に 

よる感染が増え始め、予断の許さぬ状況が変わりなく 

続いております。今なお一層、子どもたちの生命と安全 

を第一に、充実した確たる学びを保証していかなくては 

と思いを強くしております。 

 

「人間の考えることなんて 小さいこと。間違ったこと 

の中に自然が語りかけてくれるものがある。」「間違ったら 

喜びなさい。」と、元東大教授 生物化学者の江上不二夫 

先生は語っていらっしゃいました。 

世の中には、まだわからないことがいっぱいです！ 

「答えのない時代」だからこそ、試行錯誤しながら答え 

を創っていく！そして、その「答え」を創っていくのは 

ＡＩでも機械でもなく人間です。 

 

さあ、今こそ、「翼ひろげて 光せおって」羽ばたく 

人間の時代です。今年も文教大学付属小学校は、進んで 

まいります。愛おしい子どもたちと共に・・・・。 

 いつの日も温かいご支援をくださる保護者の皆様には 

感謝の気持ちいっぱいです。あらためまして 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

      令和 3年度１月号      

文 教 大 学 付 属 小 学 校 

https://www.bunkyo.ac.jp/bkshogak/ 学校だより  

 

    

 

 

 

 

 

 

子どもたちの可能性はどこまでも！ 

出典：光村図書出版 「のはらうた」 

作：くどうなおこ 版画：ほてはまたかし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの 

輝く笑顔は 

今年も 

本校の 

「たから」です。 

 

 

 

 



  

◆コロナ禍における３学期学校経営方針 

             学校長  島野 歩 

  

 

 

 

 

 

   

 

●感染状況に応じた感染症対策を徹底して講じると共に、可能な限り、授業や各種 行事

等の教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学びを保証していきたく存じます。ただ

し、子どもたちの生命と安全が危険にさらされるとみなした場合には躊躇なく中止の決

定をいたします。 

 

  ●感染症予防を徹底しつつも、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処 

   することができるよう、衛生主管部局との連携や、学校医等の専門家との連携により 

学校における保健管理体制を継続していきます。 

 

●学校内ならびに学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者   

 にあたる児童・保護者・教職員等への差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などがなき 

よう、徹底して人権を守り抜いてまいります。 

   

 ◆新型コロナ感染状況による警戒対策： 登校時間幅拡大の続行 

●引き続き、新型コロナウイルス感染には強い警戒が必要であると捉えています。電車の

混雑も注視しております。そこで、学校内外の感染リスクから子どもたちを守るために、 

2学期末にお知らせしたとおり、学校として 3学期いっぱいをめどに以下の策を続行して 

まいります。 

 

■登校時間：7時 40分～８時 40分 

下校時刻に変更はありません。（放課後遊び有り・補習授業有り） 

■始業時間：8時 40分 

■登校時間拡張期間：1月 8日（土）～３月１９日（土） 

 

■感染予防の子どもたちの体力や免疫力を維持するために、これまでの学校 

生活リズムを崩さぬよう、学びを確保してまいります。一方で、子どもの生命を安全

に守りぬくこと、このことを一番に学校生活・学力の向上を進めてまいります。 

 

 

 

総まとめ・総仕上げ 高め合いの 3学期に！ 

「まとめ」・・・この 1年でできるようになったことは何か、伸びたことは何かを振り返り、成長した 

     自分を見つける 3学期といたします。どの子にも大きな成長があります。 

それぞれの成長を、自信につなげ、次のステップへと願っています。 

「高め合い」・・・自分だけでなく、友達や皆で互いの良さや進歩を伝え合う 3学期といたします。 

      自分の良さや成長は意外と気づきにくいもの。だからこそ、伝え合い高め合いをと 

      願います。 



 

◆３学期の行事について◆状況によっては、変更もありますことご承知おきください。 

① 1月 14日（金） 書き初め鑑賞日 

＊2学期から冬休みにかけて練習してきた「書」に臨みます。一文字一文字に 

 精神を集中させてペンならびに筆を運ぶ経験を、静粛なる場をもって積んでいき 

ます。なお、全校児童の書を展示いたしますが、本年度の保護者の皆様の鑑賞は 

コロナ感染防止のため、1月 14日（金）教育懇談会時に限らせていただきます。 

② 1月 12日（水）13日（木） 6年生 早川先生による中学受験 面接指導  

＊受験する国公私立の中学校の面接出題傾向に合わせて、一人一人ご指導 

 いただきます。 

③ 2月 17日（水）～19日（金）５・６年スキー教室 実施 

■変更の内容 

    ＊今年度より宿泊先が変わります。（今までの宿の収容人数を超えたため） 

      観山荘（群馬）：文教大学付属小学校 貸し切り （実施期間中） 

     貸し切り大型バス（1学級 1台）を利用しての移動 

     感染予防策を徹底しての行程（各施設とは下見・打合せ済み） 

④ ２月 22日（火） 授業参観 中止 ⇒ 授業風景配信 DAY に変更 

■変更内容 

  ＊コロナ感染防止のため、ご来校による授業参観は残念ながら中止とさせて 

いただきます。今回こそ実施にと思ってはいたのですが、オミクロン株の 

感染増加により、見送る決断といたしました。大変申し訳ございません。 

授業風景配信をさせていただきます。オンライン上にはなりますが、頑張る 

子どもたちに、エールを送ってくださいますと幸いです。 

⑤ 2月２４日（木）25日（金） 6年生を送る会  ⇒ 保護者鑑賞 映像配信へ 

■変更の内容 

  ＊コロナ感染防止のため、保護者鑑賞は中止といたします。 

2月 24日は、子どもたちの様子を各ご家庭へ配信させていただきます。 

       （詳細については後日お知らせさせていただきます。） 

      ＊各学年・クラブの映像を、DVD・ブルーレイにて販売いたします。 

       （購入お申し込みは、後日配布いたします。） 

⑥ 3月 1日（火） ＴＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ（英語村） 実施  

＊1学級 1台の大型バスを利用し、実施いたします。（3年生以上） 

帰校も学校となります。まるまる一日「Ａｌｌ English」です。 

⑦ 3月 2日（水）～5日（土） 北アルプス自然学校：6年生  実施 

＊宿泊先 湯神子温泉ゆのみこ（富山） ：文教大学付属小学校 貸し切り 

 北陸新幹線で新高岡・東京間  期間中の移動は貸し切り大型バス 

⑧ 3月 12日（土） 卒業式  

＊6年生の子どもたち一人一人の門出をお祝いいたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

１ ねらい  ・PEPPERを教室に２日間ずつ配置することによって 

       今後さらに身近になるであろうロボットに慣れ親しむ。 

・プログラミングに慣れ親しむ。 

 

２ 内容   ・PEPPERと話す。 遊ぶ。 触れる。 

       ・プログラミングに挑戦する。 

       ・時間設定・学習内容は、担任の裁量とする。 

３ 日時 

   ５年１組 １月１１日・１２日      ５年２組 １月１３日・１４日     

    ４年１組 １月１７日・１８日      ４年２組 １月１９日・２０日 

     ２年１組 １月２１日・２２日         2年２組 １月２４日・１月２５日 

   ３年１組 １月２７日・２８日      3年２組 １月３１日・２月 １日 

    １年１組 ２月 ２日・ ３日      1年２組 ２月 ４日・ ５日 

      ４年１組 ２月 １４日・ １５日       ４年２組 ２月１６日・１７日     

   ６年１組 ２月２１日・２２日       ６年２組 ２月２４日・２８日 

    １年１組 ２月１８日・3月１日        1年２組 ３月２日・３日 

   ２年１組 ３月 ４日・ ５日      ２年２組 ３月 ７日・ ８日 

     ３年１組 ３月 ９日・ １０日       ３年２組 ３月１１日・１４日 

      ５年１組 ３月１５日・１６日          ５年２組 ３月１７日・１８日 

 

 

 

 

 

「2DAYS PEPPER」 
実施について 

 

ペッパー登場！ 

以下の内容で、 

「２DAY PEPPER」を 

実施してまいります。 

 

 

ぼくと 

いっぱい 

あそんでね！ 

 

ペッパーより 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学期 教育懇談会 ご案内 

＊教育懇談会の内容 

 第一部①学校長挨拶 （島野） 

     ・3学期 学校経営方針  ・3学期 学校行事の実施について 

     ・令和 4年度 行事実施の方法と見通しについて 

    ②教頭挨拶 （田中）    ③いじめ防止対策委員長より (宮﨑) 

    ④同窓会委員長より（大塚） ⑤IＣT教育の実践と展望（太田・神嶋） 

  第二部 担任より 

     ①3学期学級経営方針     ②学習・生活について 

     ③3学期 行事予定      ④その他 

 

 

1月 14日（金）３学期 教育懇談会について 

ご案内させていただきます。新型コロナ感染予防の 

ため、このたびの教育懇談会も一同に講堂にて会する 

ことは避けてまいります。そのため、各ご家庭の状況も 

考慮し、ご希望であればＺｏｏｍ参加も可とし、実施させて

いただきます。ご参加の程どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

教育懇談会実施における 

      新型コロナ感染予防対策 

① 教育懇談会全体会は、密を避けるた

め一同には集まらず、各教室にて 

オンタイムでＺｏｏｍ配信を電子黒板 

にてご覧いただくご参加となります。 

② 学級懇談会はマスク・手消毒は必須

とし、各学級でご参加いただきます。 

③ 教室内は、換気を徹底し、空気清浄

器を稼働させ、加湿もいたします。 

④ ご来校の際には、恐れ入りますが 

非接触式の体温計での検温への 

ご協力よろしくお願いいたします。 

教育懇談会オンライン参加希望について 

■オンライン希望申し込み方法： 

お子様の連絡箋にてオンラインご希望の旨 

ご連絡ください。担任から、Zoomの IDと 

パスワードをお伝えいたします。 

オンラインでのご希望締切 １月１３日（木） 

■留意点：担任からお伝えいたしました ID と

パスワードは外部に漏れることがないよう

ご留意ください。教育懇談会開始時間の 

５分前には、オンラインにて入室ください。 

オンライン参加の方のご質問はお受けで

きませんこと、機器のトラブル等には対応

できかねますことは、あらかじめご承知お

きください。 



1月の行事予定

日 月 火 水 木 金 土

1 1

元日

2 3 4 5 6 7 8
始業式

B時程

9 10 11 12 13 14 15
成人の日 教育懇談会　14:00 休業日

B時程

16 17 18 19 20 21 22
避難訓練

25 26 27 28 29
研究授業　 休業日

　　　　　3-1　4-1

1月の生活目標
　重点目標〈文教っ子　第一条　大きな声であいさつ・返事ができること〉

　◎ 目標を立てて生活をしよう
　◎ 礼儀正しいあいさつをしよう

・ 目標を立てて生活をする。　　　　　　・ 相手が気持ちいいと思えるあいさつをする。
・ ハンカチとちりがみを身に付け、手洗いうがいをする。

23

        30

６年　早川先生面接指導

24
研究授業
1-1　2-1
　　　　　　　　6年

　　　　受験壮行会 31

書き初め大会

　自分なりの目標を決めてみましょう　〈文責：教頭　田中　宏一〉

　明けまして　おめでとうございます
　今年の干支は『寅（とら）』ですね。皆さん、年の初めに、目標をしっかりと定て、できる
ことから、一つ一つこつこつとていねいにやろうとしていますか。あとであとでと後回しにし
て主体性なくただうなずいていると『張り子の虎』となって、周りからの信頼を失ってしまう
かもしれません。『虎穴に入らずんば虎子を得ず』です。苦手なことにも、挑戦が大事です。
失敗を恐れず、たくさんのことに挑戦していきましょう！！応援しています！
　元気に、気持ちよくあいさつをして、一日を笑顔で過ごし、身近な目標をしっかり立てて、
大きな目標に自ら進んでいける一年にしていきましょう。

　どうぞ、今年も一年文教大学付属小学校全体が、
　　　　　　笑顔であふれる小学校となりますように、
　　　　　　　　　　　　　　よろしくお願いいたします。
【張り子の虎】
【読み】はりこのとら
【意味】張り子の虎とは、主体性がなく人の言う
ことにただ頷いている人や、首を動かす癖がある
人のこと。
また、弱いくせに虚勢を張っている人のたとえ。

【虎穴に入らずんば虎子を得ず】
【読み】  こけつにいらずんば　こじをえず
【意味】  虎穴に入らずんば虎子を得ずとは、
危険を避けていては、大きな成功も有り得ない
ということのたとえ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【出典】SOZAI　GOOD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リレーでトラ(虎) にバトンを渡そうとする牛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわいい2022 寅年イラスト無料素材より
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