
 

 

 

 

 

 

当たり前の毎日のありがたみ 

校長 柿沼 広美   

菊小では９月１７日からユニセフ週間でした。ユニセフについてＤＶＤで学習した後、集会で呼び

かけ、３日間の募金活動を行いました。前期の代表委員と計画委員の皆さんを中心に学校全体が世界

の子供たちの生活や命について考えるよい機会となりました。世界には家族のために働いて学校に通

えない子供、予防接種が受けられなかったり食事がとれなかったりして命を失う子供がいることを知

って、自分たちにできることとして多くの児童が募金に協力してくれました。ご家庭のご理解あって

のことと感謝申し上げます。私たちの日常はいろいろありながらも恵まれています。当たり前のよう

に豊かさを享受していることの幸せにユニセフ週間で改めて気付かされます。子供たちが安心して生

きていけるように、社会がこれからもよい方向に進んでいくように、努力していきたいと思います。 

 

台風１５号の際は、菊小は登校時刻繰り下げ、給食中止の判断になりご迷惑をおかけしました。メ

ール配信が遅くなり全家庭に情報伝達できなかったことも反省点です。申し訳ありませんでした。学

校独自の決定でしたが保護者の皆様に迅速・的確にご対応いただきありがとうございました。通常通

りに登校した児童が２０名以上、全員が図書室で落ち着いて過ごしました。今後も様々な気象状況、

交通機関の状況等が想定されます。現在、学校判断の目安やご家庭への周知方法を検討しています。

区ガイドラインに留意し、近隣他校や併設幼稚園も考慮した上で、なるべく早く校長としての考えを

お伝えしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 火 
都民の日 ジャイアンツアカデミー(4 年) 

心の相談室出前授業(2 年)        ◇           

２ 水 児童集会 研究授業（１年２組以外４時間授業） 

３ 木 社会科見学(４年) 朝の読み聞かせ（５年）★ 

４ 金   

５ 土  

６ 日                  ◎ 

７ 月  

８ 火 
空色ことば教室出前授業(2 年) 

コミュニケーション出前授業（１年） 

９ 水 B 時程 ４時間授業       ◇◎ 

１０ 木 
すみだいじめ防止の日 朝の読み聞かせ（４年）

安全指導 どろだんご作り出前授業(2 年) ★ 

１１ 金 前期終業式 ５時間授業(4～6 年)       

１２ 土   

１３ 日 区民体育祭(陸上体育大会) 

１４ 月 体育の日 

１５ 火 
後期始業式 身体測定（５年） 

時間外の留守番電話の開始予定   ◇ 

１６ 水 オリパラ音頭集会(低学年) 身体測定（６年） ◎ 

１７ 木 
交通安全教室(4 年) 身体測定（１・２年） 

朝の読み聞かせ（３年）      ★ 

１８ 金 身体測定（３・４年） 委員会活動   

１９ 土 菊川幼稚園運動会 

２０ 日                  ◎ 

２１ 月 全校朝会 拡大代表委員会 歯科検診（１・３・５年） 

２２ 火 即位礼正殿の儀 

２３ 水 
給食試食会（ランチルーム）歯科検診（２・４・６年） 

薬物乱用防止教室(6 年)      ★◎ 

２４ 木 
学校公開 委員会紹介集会 生活科昔遊び(１・２年) 

オリパラ授業(6 年)  下水道教室(4 年)  すみだ水族館出前授業（３年） 

２５ 金 
学校公開 5 時間授業 いじめ防止授業地域公開講座 

オリパラ授業(1・2 年) すみだ清掃事務所出前授業(4 年)  

２６ 土  

２７ 日 
学校公開（月曜時程）学校説明会 租税教室（６年） 

美しい日本語講座（３年） カイロプラクティック出前授業（３年） 

２８ 月 振替休業日 

２９ 火 全校朝会 避難訓練        ◇ 

３０ 水 Ｂ時程午前授業           

３１ 木 委員会活動 生活科見学(１・２年) 

菊小だより 
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学年の様子（３年） 

１組２８名、２組２８名、計５６名の３年生の子供

たちは、明るく個性豊かで、毎日担任２名を楽しませ

てくれています。 

 ９月５日には、社会科見学に行きました。最初に行

った「東京都慰霊堂・震災復興記念館」では、ガイド

の方に関東大震災や東京大空襲などの話をしていた

だきました。子供たちは話を聞きながら、当時のこと

は現代では考えられないほど恐ろしくて大変な時代

であったと痛感している様子でした。 

 次に、東墨田会館に行きました。豚革の工場の様子

や、生皮からなめされる工程について話をしていただ

きました。墨田区特有の産業である豚革の生産につい

て興味をもちながら学んでいました。好きな形に革を

くり抜いた素敵なしおり作りの体験もしました。 

 最後に東武博物館へ行きました。博物館には、東武

鉄道で実際に使われた蒸気・電気機関車や電車、バス

の展示をはじめ、電車・バスの運転シミュレータやジ

オラマなどが展示してありました。子供たちにとって

は、鉄道の歴史や電車が安全に走るためのシステムな

ど、今まで知らなかったことを知る貴重な経験になり

ました。 

 墨田区の歴史について学習している３年生にとっ

て、今回の社会科見学はとても学びの深いものになっ

たと思います。今回学んだことを、これからの学習や

学校生活に生かせるよう、指導してまいります。 

（３年担任 永森 明美） 

菊川小 

１０月の行事予定 

生活指導より 
「学習習慣を身に付けよう」 

前期がもうすぐ終わり、後期に

なります。いろいろなことにじっ

くり取り組むのにとてもよい季節

になりました。前期の学習を振り

返り、後期のめあてを立てるなど

して、落ち着いて学習に取り組む

ようにしましょう。 

学校で学んだことを家庭学習で

復習する習慣も付けましょう。 

（生活指導主任 矢吹 聡） 

保健より 

「目をたいせつにしよう」 

１０月１０日は目の愛護デーで

す。目には、物を見るときにレン

ズの役割をしている「水晶体」と

いう部分があります。子供たちの

水晶体は透明度が高く、ブルーラ

イトの影響を受けやすいです。ぜ

ひ、スマートフォンやゲームの使

用時間など、ご家庭のルールにつ

いて話し合ってみてください。 

（養護教諭 青木 香澄） 

給食より 
「栄養を考えて食べよう」 

運動や勉強にしっかり取り組む

ためには、栄養バランスの取れた

食事を毎日規則正しくとることが

大切です。主食・主菜・副菜の３

つの基本がそろった食事を心がけ

て、健康な生活を送れるようにし

ましょう。自分の健康を管理でき

るのは自分。しっかり見つめ直し

ましょう。 

（栄養士 柏崎真由美） 

 

家庭数配布 

○スクールカウンセラー来校日 
 ◇山口 友子 先生 （８：３０～１７：００） 
   原則火曜日 10/1 10/9 10/15 10/29 
★矢吹 幸江 先生 （８：１５～１６：４５） 
  原則木曜日 10/3 10/10 10/17 10/23 

ご相談されたい方は、予約を取りますので学校までお
知らせください。 

TEL   ０３－３６３４－８１７６ 

※◎は「きっくおふクラブ」活動日です。 

 
[お願い]  

15 日(火)が学納金引き落とし日です。10 月分の給
食費は、2 ヶ月分の金額を引き落としさせていただき
ます。また、消費税増税に伴いまして 
10 月分から、振り込み手数料が 55 円になります。 
口座へのご入金をお願いいたします。 



学校公開・いじめ防止授業予告 

１０月２４日（木）から２７日（日）までの３日間（２６日（土）は除く、２８日（月）は振替休業日）、後期に

なって初めの学校公開を行います。期間中は、１・２年生と６年生のオリパラ授業、４年生の下水道出前授業、６

年生の租税教室などを予定しています。他にも各教室では、各教科の授業等を予定しています。是非ご参観いただ

き、子供たちが頑張っている姿をご覧いただければと思います。 

 ２５日（金）の５校時には、いじめ防止授業地域公開講座を予定しています。全学級でいじめについて考える授

業を行います。いじめをなくすためには、一人一人の心の在り方が大前提になります。一人よがりな行動、思い、

考えをしていては、決していじめはなくなりません。「相手の立場になって考える」ということは簡単なことでは

ありませんが、学年の発達段階に応じて、具体的な場面でどのようにすればいいかを授業の中で考えるようにしま

す。詳しくは後日配付されるお知らせをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の窓 

   人と地域をつなぐ祭りの輪 

 今年も亀戸天神例祭が 8月末に行われました。菊川小学校近隣地域も、神輿・山車・夜店・盆踊りなど賑わい

を見せていました。祭りは、親や地域の大人、同世代や異世代の子ども同士などと触れ合い、多様な交流が望ま

れる場だと思います。祭りの力で「人と町を元気に！」と、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代の人が触れ合

い、言葉を交わし、互いに協力し合う中で、地域の絆を強くすることができる伝統行事ではないかと思います。 

 今、メディアの発達により対人能力を発展させる必要がなくなり、近所の人々が親交を深められる機会の不

足により、近所の付き合いも希薄になりました。子どもは同年齢、異年齢の子どもの同士のかかわり、いろいろ

な大人とのかかわり、自然とのかかわりなど様々な体験の中で育ちます。祭りは地域全体で子供を見守る地域

力アップにつながったことと思います。お忙しい中を、菊川小学校や幼稚園の先生方、PTAの方々、地域の祭り

に巡回してくださったことに、心より感謝申し上げます 

（子育てアドバイザー  藤田 淳子） 

竪川中学校体験入学（６年） 

  ９月２０日（金）に、竪川中学校に体験入学をしてきました。 

中学校の授業や部活動を実際に体験する機会であり、子供たちは 

緊張しながらも楽しみにしていました。 

  まず、竪川中学校の生徒会役員がスライドを使って、中学校生 

活について説明してくれました。その後、子供たちは、中学校の 

授業体験をしました。小学校とは違う雰囲気の授業は、児童にと 

って大きな刺激になったことと思います。最後に部活動に参加し 

ました。中学生の先輩方に優しく声をかけてもらったり、接して 

もらったりして楽しく過ごしました。中学校の体験入学は、子供 

たちにとって貴重な経験となりました。  

（６年担任  矢島 せい子） 

 

校内水泳記録会（６年） 

 ６年生の校内水泳記録会を、９月７日（土）に本校屋上プ 

ールで行いました。子供たちは水泳の授業や夏季プールでク 

ロールや平泳ぎを練習して、９月の水泳記録会に臨みました。 

当日、保護者の方のたくさんの声援を受け、子供たちは、 

一生懸命に自分が出場する種目を泳ぎました。 

 ６年生は、今年度で小学校最後の水泳学習が終了しました。 

水泳学習で学んだことを今後の生活に活かして欲しいと思いま 

す。                （６年担任 林 和哉） 

                  夏休み自由作品展 

                 

９月２日(月)から９月１３日(金)までの２週間、各学級の廊下には、 

夏休み中、児童が思い思いに制作した絵画や工作、家庭科作品、調べる

学習コンクールの作品、自由研究などが展示されました。 

                今年は、それぞれの学年で、児童が友だちの作品のよさやおもしろさ

について、じっくりと話し合うことのできる時間を設け、鑑賞すること

ができました。             （図工担当 柏原 智恵子） 

    ２０１９ 夏の思い出 

 今年の夏は、菊川小学校の児童の活躍を目の当たりにすることができました。 

 ７月―今年は、天気の悪い日も多かったですが自宅近くで野球の試合があると聞きつけ応援に行かせていた

だきました。３試合ほど観戦したうちの１試合が決勝戦でした。子供たちの顔も普段の楽しそうな笑顔でなは

なく気迫あふれる表情でした。一つ一つのプレーも真剣そのものでした。結果は、立派な準優勝！！試合後は

悔しくて泣いている子、力を出し切り満足げな子とさまざまでしたが、感動させてくれた子供たちに感謝でし

た。また、保護者会の方々が一生懸命にサポートしていらっしゃるお姿にも感服いたしました。 

 ８月―今年初めて金管クラブが江東橋５丁目町会の納涼祭で演奏をさせていただくことになり私も練習を

２回ほど見させていただく機会がありました。なかなか練習ができない中、不安げな表情を見せる子供たちが

いる中、最上級生の６年生が後輩たちをやさしくもしっかりと教えているのを垣間見て温かい気持ちになりま

した。また、本番では不安げな表情をしていた子供たちの表情が一変し、屋外での演奏にもかかわらず室内で

の練習の時よりも大きく聞こえ、音楽に疎い私にも分かる位のキレのある演奏と、本番に対する集中力にびっ

くりさせられるとともに感動させていただきました。また、子供たちの為に協力していただいた、江東橋５丁

目町会・子供会の皆様方、先生方、保護者の皆様方の連携・サポートにも流石だなと感心しきりでした。 

（菊川小学校 PTA会長 末田 豪） 

 


