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１０月も様々な行事が 

いっぱいです 

副校長 初谷 正三 

 

里むすめ収穫セレモニー 

 毎年ＪＡ里浦（徳島県）のご好

意で、さつまいも「里むすめ」の

苗を分けていただき、２年生が育

てています。今年も大きな芋がい

くつも育って顔をのぞかせてい

ます。そして今回は中央区食育事

業として、本校で収穫セレモニー

を行います。当日はＪＡの方など

お客様をお迎えします。２年生の

子ども達は今から張り切ってい

ます。 

日時 １０月４日（火） 

９：１５～１０：００ 

場所 本校屋上（雨天時は体育館） 

 

日本橋熈代祭 

 日本橋室町に「福徳の森」が完

成し、９月２８日から日本橋熈代

祭が行われています。その中で本

校の４～６年生が、「未来 熈代

勝覧（江戸時代の日本橋の人々や

街の様子を描いた絵巻物）」の中

で、邦楽演奏を披露します。 

 

伝統文化理解教室 

 １０月１５日（土）は、学校公

開と合わせて、伝統文化理解教室

を実施します。本校邦楽講師の仲

林光子先生による琵琶演奏「天の

岩戸」や、４～６年生の邦楽演奏、

１～３年生の合唱もあります。 

場所 本校体育館 

 

時間 １０：４５～１１：３０ 

 

子どもフェスティバル 

 １０月１６日（日）は、浜町

公園で子どもフェスティバルを

開催します。当日はポスターの

優秀作品の表彰や、たくさんの

催し物、区内各小学校や幼稚園

ＰＴＡによるコーナーなどが準

備されています。９：３０開始

です。どうぞお出かけくださ

い。 

 

交流給食 

 １０月１９日には、地域の方

や普段子ども達がお世話になっ

ている方々を学校にご招待し

て、各学年の教室で楽しく給食

をいただきます。子ども達の出

し物も計画されています。 

 

へそ展 

１０月３１日には、晴海トリト

ンスクエア・グランドロビーで開

かれる「へそ展（中央区産業文化

展）」を３，４年生が見学に行きま

す。中央区の産業について理解す

る、よい機会になると思います。 

 

 

 

＜教育相談日＞毎週月・火曜にｽ

ｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰが相談に応じます。 

＜今月の校庭開放日＞☆ 

午前 9:30~12:00 午後 1:00~4:30 

2 日､9 日､10 日､16 日､23 日､ 

30 日 

 

日 曜 10 月行事予定 

1 土 都民の日 

2 日  

3 月 委員会 測定 

4 火 
安全指導 特別時程５時

間（6 年生のみ 6 校時） 

5 水 センター教室（4 年） 

6 木 避難訓練 

７ 金 柏移動教室（3 年） 

8 土 凞代祭 邦楽演奏 

9 日  

10 月 
体育の日・区民スポーツの

日 

11 火 視力（下） 

12 水 
午前授業 歯科（全） 

4 年生のみ５時間授業 

13 木 視力（上）食育（2 年） 

14 金 都小音研・邦楽演奏 

15 土 学校公開・伝統文化教室 

16 日 子どもフェスティバル 

17 月 クラブ 

18 火 JET 交流会（5 年） 

19 水 交流給食 

20 木 校外学習（1・2 年） 

21 金  

22 土  

23 日  

24 月 校外学習（3 年） 

25 火 食育（4 年） 

26 水 本栖移動教室始（6 年） 

27 木  

28 金 本栖移動教室終 

29 土  

30 日  

31 月 へそ展見学（3 年・4 年） 
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２年 ふれあい交流会につい

て  

○司会をやったことが心に残りま

した。きんちょうしたけど、できて

よかったです。 

○おばあちゃんと笑顔があふれて、

楽しい会ができて、すごく楽しか

ったです。 

○終わりの言葉は最初は緊張した

けどたくさんほめられてうれしか

った。 

○ばくだんゲームが楽しかったで

す。みんなにピアニカの曲を聞い

てもらえたからです。 

○一時間目の準備の時間、一年生

をまとめるのが大変でした。本番

ではうまくいきました。 

○自分で作ったプレゼントを渡し

た、涼哉くんの姿が輝いて見えま

した。 

○練習の時よりも大きな声で歌え

た。きれいな声でよかった。 

○おばあちゃんが来てくれてうれ

しくて、ほっとしました。 

○ばくだんゲームがとっても楽し

かったです。 

○はじめは緊張したけど、やった

ら楽しかった。歌がすごく難しか

った。 

○お客様にご挨拶ができてうれし

かったです。優しい方でよかった。 

○はじめは不安だったけど、おば

あちゃんたちに楽しんでもらえて

よかったです。 

○一番印象に残ったことは、歓迎

の歌です。おじいちゃんがいっぱ

い拍手してくれたからです。 

○班ごとの遊びが楽しかったです。

司会の言葉を言うのをがんばりま

した。 

○お客様を自分のおじいちゃんの

ように思って遊んだら、とっても

楽しくなりました。 

○みんなで招待状を書いたりプレ

ゼントを作ったりするのをがんば

りました。 

○ハンカチおとしが心に残りまし

た。おいかけるのが楽しかったか

らです。プレゼントもうまくでき

ました。 

○班で楽しく遊んでいたら、緊張

がほぐれてきてよかったです。 

○ぼうずめくりをまたやりたいで

す。 

○みんなで百人一首ができてうれ

しかったです。またやりたいです。 

○伝言ゲームは最初は難しかった

けど、おもしろかったです。 

○一番楽しかった遊びは、ぼうず

めくりです。 

○フォトフレームを喜んでくれて

よかったです。遊べて楽しかった

です。 

○ぼうずめくりでたくさん札が取

れてうれしかったです。 

○ぼうずめくりを一緒にできたこ

とが楽しかったです。 

○去年はおばあちゃんがこられな

かったから、今年はとてもうれし

かったです。 

○初対面のお客様もいてどきどき

しました。仲良くなれてよかった

です。 

４年 伝統文化教室にむけて 

○声を出してきれいな音で演奏し

たいです。声のところで強く弾か

ないようにします。 

○邦楽のお琴を頑張ろうと思いま

す。早く上手になりたいです。 

○琴をいろいろ頑張ってやりたい

し、うまくやりたいです。 

○お琴を思い出してひけるように

したいです。失敗しないように頑

張ります。 

○間違えても声を出したいです。

琴だけでなく指揮者もみたいです。 

○最初のところで失敗しないで全

部弾きたいです。 

○子ども音楽コンクールでやった

のを思い出して、頑張りたいです。

楽しみです。 

○久しぶりに邦楽をやりました。

だけど、ふけてうれしかったです。 

○私は、お琴を弾きます。だから、

お琴の音をきれいに鳴らせるよう

に頑張っています。 

○途中で、間違えないようにきれ

いに弾きたいです。 

 

【お知らせ】 

小野田昌美教諭は産休に入り、

宇田川 徹教諭が着任いたしまし

た。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


