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平成 30年 9月 3日

北区立東十条小学校

校 長 中村 都士治
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この夏、二つの旅
校 長  中 村 都 士 治

今年の夏休みは、連 日のように 「猛暑」 とい う言葉を耳にした り、毎週のように台風の影響を
受けた りと、外出をためらう日が多 くあ りました。本校でも気温が 35℃を超える時間には夏
季水泳指導を中止するなどの対応を行いま した。各ご家庭におかれましては、ご理解 とご協力
をいただきましたことに感謝申し上げます。

さて、「可愛い子には旅をさせ よ」 とい う言葉があります。一度は耳にしたことがあると思
いますが、今ではあま り使われないようにも思います。昔は現代のように交通機関が発達 して
お らず、旅は辛 く厳 しいもので した。 このことから、 「我が子が大切で可愛いと思 うなら、自
分の手元において甘やかすのではなく、社会の幸さや厳 しさ、苦労を経験 させた方がよい。」
とい うような意味で使います。江戸時代初期の万事元年 (1658)に 浅井了意が書いた 「東
海道名所記」の中で、 「いとお しき子には旅をさせよ。万事思い知るものは旅に勝る事なし。
旅は人生の喜怒哀楽を味わえる良薬」 と記 したことが始まりのようです。

この夏休み、本校でも 8月 の上旬 と下旬に大切な旅があ りました。
8月 2日 (木)か ら4日 (土)、 6年生の 日光高原学園を実施 しました。 3日 間とも天候に

恵まれ、毎 日、青空を背景にした男体山を眺めることができま した。宿舎がある湯元では朝晩
の気温が 15℃を下回る時間もあ り、東京に比べると活動 しやすい環境の中で、東照宮や華厳
の滝、 日光自然博物館などを見学 した り、戦場ヶ原や小田代ヶ原を歩いた り、ふ くべ細工を体
験 した りと、 日光の歴史 と自然、文化に触れることができました。その中でも 2日 日のハイキ
ングは全行程が約 1 6km、 歩行時間約 7時間半とい うコースを歩きましたが、 6年生全員が事
前に計画を立てた 目的地までのコースを踏破することができま した。 コース途中の様子では、
足取 りが重 くな り遅れ始めた友達に周 りの仲間が寄 り添い、励ましなが ら歩 く場面があ りま し
た。歩き方や表情か ら宿舎まで歩 くのは難 しいと思っていた子供が、自分の意志で最後まで歩
き通すことができた姿もあ りま した。翌 日の朝会の中で、昨 日のハイキングコースを自分一人
で歩いたら、最後まで歩 くことができたかとい う振 り返 りに、 「できる」 と応えた子供は一人
もいませんでした。仲間と共に活動するからこそ、困難な場面を乗 り越 えた り、自分がいつ も
以上の力を発揮 した りできることを体験を通 して学んでいたように思います。

8月 25日 (土)か ら27日 (月 )、 与論姉妹校体験訪問旅行に行きま した。 これは、本校
が特色ある教育活動の一つ としている与論町 3小学校 との親善交流活動の一環です。昭和 56
年から始まり、 38年 目を迎えた今年は 11家庭 25名 が参加 しました。与論島の海には多少
の波がありましたが、 3日 間天候に恵まれ、予定 していた通 りの活動ができま した。与論空港
では、与論町教育長の町岡先生をは じめ、 6月 に本校を訪問された先生方やホームステイをし
た子供たちとご家族など、大勢の方々が出迎えてくださいま した。その晩の与論町主催の歓迎
会でも、たくさんの方々と共に楽 しく語 り、交流をさらに深められることができました。また、
与論島の美 しい海や豊かな自然の中での活動は、大人 も子供 も時間を忘れるくらい夢中にさせ
てくれました。那間小、茶花小、与論小の各学校への訪間では、夏休みにもかかわらず、歓迎
してくださいました。短い時間で したが、与論島の歴史や文化にも触れることができました。
たつた 3日 間でしたが、以前からこの島にいるような気持ちにさせてくれる人の心 と自然の寛
容 さを堪能 したように思います。それは、与論島の方々の 「誠」に包まれたようにも思えまし
た。 「旅は情け、人は心」 とい う言葉が浮かんできました。
夏休みが終わ り、また学校 としての大きな旅が始ま ります。気持ち新たに取 り組んでまい ります。
よろしくお願いいたします。
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日

3 月
5時間授業(水曜時程)避 難訓練
東小防災週間始  生活振返週間始

4 火 発育測定期間始  委員会

5 水 午前授業 (学校フアミリー日のため)

6 木 夏休み作品展始

7 金
東小防災週間終 生活振返週間終
SF水泳記録会(6年 )

8 土
土曜授業 保護者会

映画会 (地電 :機魔・面|♯1青館 )

9 日 ○

10 月 家庭 学習強化週間始

11 火
水泳指導終
モアレ検診(5年 )

仲良班遊び(朝 )

12 水 午前授業(教育研究会のため)

13 木 夏休み作品展終 クラフ
゛

14 金

前授業
(研究授業のため4-1のみ5時間)

清掃工場見学(4-2:午前)

家庭学習強化週間終 発育測定
の日程は、

学年通信
でご確認
ください。

育測定期間終

老の日

工場見学(4-1:午

15 土

16 ヨ

17 目

18 火

19 水
生活科見学(2年 )

新聞検定04:45-)

20 木
与論盟約記念日
盟約記念集会(朝 )

21 A
コに 活科見学(2年 :予備 日)

23 日 ○ 分の日

24 月 ○ 日

25 火

26 水

27 木 委員会

28 金 全校遠足

29 土
土曜授業
クールコンサート

○ 民の

2 火
合 陸 上朝・放課後練始 (6年 )

校遠足予備 日

3 水

4 木 避難訓練(5年 :起震車)

5 金
5時間授業(水曜時程 )

業 式

「与論島との交流について」 担当 員下 奈々恵
6月 25日 から 5日 間与論島から 12名 の児

童と6名 の引率者の方々がいらつしゃいました。
子供たちは 5, 6年 生のクラスで一緒に学習 した
り遊んだり短い時間ではありましたが、充実 した
日々を過ごすことができました。
今年で 38回 目を迎える与論交流。限られた時

間の中で培った友情はきっと忘れ られない思い
出になつたと思います。8月 nに は再会を果たし、
より強い絆が結ばれたことだと思います。

「家庭学習強化週間」 担当 山田 智明
本校では、年度当初より「各学年の数×10分間」

の家庭学習のお願いと共に、充実を図ってまいり
ました。例年、夏と冬の長期体業後には、カー ド
を用いての確認が行われています。
本日、家庭数配布の別紙プリン トに詳 しく書か

れていますが、来週 9月 10日 (月 )～ 9月 14
日 (金 )がカー ドチェック週間となつてお ります。
どうぞ、ご家庭からも励ましの言葉をよろしくお
願いいたします。

「日光高原学園について」6年担任 秋山 希
8月 2～ 4日 、 2泊 3日 で日光高原学園に行っ

てきました。 3日 間天気にも恵まれ、予定通 りの
行程を終えることができました。

1日 日は、改修工事を終えた黄金に輝 く日光東
照官を見学 しました。徳川家の歴史や文化に触れ
ることができました。

2日 目は、広大な緑、鳥や虫、心地よい風など
の自然を五感で味わいながらハイキングをしま
した。友達と一緒に約 3万歩の道のりを歩き切っ
た子供たちは、達成感でいつぱいだったと思いま
す。

他にもレクリエーシ ョンやふ くべ細工体験な
ど、楽 しい思い出ができたと思います。
友達と一緒に過ごした 3日 間、歴史や自然に触

れた 3日 間で学んだことをこれからの学校の生
活に生かしてほしいと思います。東十条小の最高
学年 として、これからも成長 し、活躍することを
期待 しています。

「きまりよい生活をしよう」生活指導主任 林 正和
長かつた夏休みが終わり、学校に子供たちの元

気な声が戻つたことをとてもうれ しく思います。
もし夏休みの間に生活 リズムが乱れて しまっ

た場合は 「早寝 。早起き 。朝ごはん」に気をつけ
ることから始めましょう。「見つめよう生活カー
ド」で自分の生活をチェックし、規則正 しい生活
習慣を戻すことが大切です。また、東小防災週間
では「防災ノー ト」を使って学習する時間を設け
ます。ご家庭での記入欄がありますのでご協力を
お願いします。校帽 。名札・防犯ブサーをしっか
りと着用するなど、基本的なことを当たり前にで
きるように声かけをしていきます。
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