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～令和元年となる今年度，よろしくお願いします～

校 長 鈴木 俊哉

今年は改元の年であり，５月に平成から令和に改元されます。天皇陛下がご存命の中

。 ， ，での改元は明るい気持ちで迎えられます 年の初めの１月 年度の始まりの４月そして

改元を迎える５月と３つの節目で，身が引き締まり，目当てをもって取り組むことがで

きます。その様な今年度，明るく元気な秋津っ子たちを見ていると，この子たちと共に

過ごせることの喜びを感じることができました。

４月１日，満開の桜花のもと，新しい教職員１４人が着任しました。さらに，１１日

（木）には入学式が行われます。その頃は，きっと新緑の若々しい葉が 名の新入生３６

の入学を祝ってくれることでしょう。明るく元気に登校してくる新一年生を，職員一同

とても楽しみにしているところです。

今年の秋津小学校は，新入生 名を迎えて全校児童 名，１１学級とステップ３８ ２４０

アップルーム２学級，教職員 名で平成３１年度をスタートします。新しい小学校生２７

活に向けて，期待と不安で胸を大きく膨らませた新入生。また，新たな仲間や先生との

出会い。新しく始まる生活や学習など。新入生に限らず，二年生以上の子供たちにとっ

ても，大きな期待や不安があるかと思います。そんな期待に応えるとともに不安を解消

させるために，私たち教職員一丸となって子供たちへの支援を行ってまいります。

今年度もこれまでに積み上げてきた先生方や保護者・地域の方々の取り組みを土台と

して，子供たちの「生きる力」の育成に向けて，さらに一層の努力をしてまいります。

そこで，今年度の「学校教育目標」及び「育てたい児童像」を次のようにいたします。

≪学校教育目標≫

『国際社会に生きる知・徳・体の調和のとれた児童の育成』

≪育てたい子ども像≫

自ら学び考える子（知）

思いやりのある子（徳）

たくましい子 （体）

共に生きる子 （生きる力の根幹）

この目標の実現に向けて，教職員一同，日々の教育活動に全力を傾けて取り組んでま

いります。これまでと同様，保護者並びに地域の皆様方の更なるご支援・ご協力を賜り

ますよう，お願い申し上げます。



４月の行事予定

５日 金 着任式・始業式 16日 火 委員会活動 ４年５校時日課（ ） （ ）

下校指導・１１：３０下校 クリーン運動５－１

（ ）スクールカウンセラー勤務日 避難訓練 歯科検診 ４～６年

６日 土 花の実園さくら祭り 17日 水 １年生給食開始 下校（ ） （ ） １３：２０

（吹奏楽部参加） 聴力検査１，２，３，５年

８日 月 短縮日課・１２：１０下校 18日 木 全国学力学習状況調査６年（ ） （ ）

９日 火 短縮日課・１２：１０下校 パートナー会議（ ）

身体測定・視力検査５・６年 19日 金 スクールカウンセラー勤務日（ ）

10日 水 入学式前日準備 新清掃分担顔合わせ（ ）

ＰＴＡ総会２～４年１０：５０，

22日 月 地域安全確認５，６年１２：１０下校 （ ）

登校指導・安全点検 23日 火 なかよし活動（ ）

身体測定・視力検査３・４年 内科検診４～６年

11日 木 入学式・１１：００下校 24日 水 尿検査１次回収日（ ） （ ）

12日 金 給食開始（２～６年） 25日 木 習教研（給食あり）14:10下校（ ） （ ）

26日 金 １年生を迎える会身体測定・視力検査１，２年 （ ）

15日 月 トンボランチタイム（ ）１年給食なし11:00下校(16日まで)

交通安全教室 ロング昼休み

学校運営協議会学級懇談会（１～６年）

１年１１：３０下校

２，３年１３：１０下校

４～６年１４：００下校

特別支援学級説明会

部活説明会

PTA役員決め

アレルギー対応保護者面談

校長 鈴 木 俊 哉 教頭 田 中 紀代美 教務主任 吉 田 泰 則

１－１ ○ 中 島 裕里子 １－２ 渡 邊 千 晴

担 ２－１ ○ 竹 森 康 代 ２－２ 山 本 拓 未

３－１ ○ 成 瀨 賢 規

任 ４－１ ○ 吉 田 泰 則 ４－２ 白 井 友 梨

５－１ ○ 宍 戸 康 人 ５－２ 島 貫 マリア

６－１ ○ 國 友 慎 平 ６－２ 鎌 形 周

○ 小 林 真 理 栗 林 和 恵ステップアップ ステップアップ- -1 2
音 楽 専 科 砂 押 恭 平 養 護 教諭 宮 川 由 佳

担 県 事 務 正 木 啓 基 市 事 務 伊 藤 規 子

任 栄 養 士 風 間 正 枝 技 労 士 中 島 龍 明

外 支 援 員 金 子 郁 美 支 援 員 足 立 祥 子

学 校 司 書 池 田 澄 子 月２回勤務スクールカウンセラー

平成３１年度 教職員紹介



スクールカウンセラーについて
本年度も本校にスクールカウンセラーが配置されました。子供たちだけでなく，保護

者の相談にものっていただけます。子育てやご家庭のことなどで心配なことがありまし

たら，お気軽にご相談ください。 今月は５，１９日（金）が勤務日です。

特別支援コーディネーターついて
， ， ，今年度の特別支援コーディネーターとして ステップアップ担任小林 養護教諭宮川

教頭田中がおりますので，お子さんのことで気になることがございましたらご相談くだ

さい。

欠席連絡について
○連絡帳もしくは，ファックス又は電話で８：１０くらいまでにご連絡ください。

○欠席した日のお手紙などは，学校で預かっておきます。

○兄弟姉妹が本校に在籍している場合は，連絡帳でお願いします。その日のお手紙と一

緒に連絡帳をお返しします。

○連絡帳を近所のお子さんに託された場合，学校で預かっておきます。

※インフルエンザや感染性胃腸炎などの伝染性の病気の診断を受けた場合 「出席停止」，

の扱いとなります。その場合は 「○日までお休みします」というご連絡をお願いいた，

します。

就学援助という制度があります
経済的理由によって，就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して，必要な支援

が学用品費・修学旅行費・校外活動費・学校給食費等支給されます。 市のホームページ

「申請書のダウンロード」からダウンロードすることができます。また，申請書は学校

にもありますので，教頭（田中）までご相談ください。

連絡メールについて
学校から緊急連絡をするときにメールを活用させていただいておりますが，毎年この

時期に「メールが届かない」との連絡をいただくことがあります。確認してみますと，

上のお子さんが卒業した，もしくは，携帯電話の機種変更をしたために届かなくなった

。「 」 ，という理由が多くみられます 連絡メール は学年ごとに送信することもありますので

すべてのお子様の学年にて登録をお願いいたします。

， （ ） ， 。なお ４月９日 火 １１時ころ 各学年ごとに下記のようにテスト送信いたします

「題名」 ○学年の保護者様

「 」 。 。本文 秋津小学校○年生のテストメールです 本年度もよろしくお願いいたします

着信できなかった場合は，担任までお申し付けください。新しく手順を記した説明書

をお渡しいたしますので，再登録をお願いいたします。

校納金について
平成３０年度より始まりました学校校納金について，ご協力いただきまして誠にあり

がとうございます。年間の教材費の総計につきましては，まもなく学年ごとに，ご家庭

に配布いたしますのでご参照ください。

お手数をおかけしますが，ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。



■ 秋津小学校校納金の年間の流れについて

学校からのご案内 日 程 保護者の皆様にお願いすること

５・９・１１・２月に引き落とし〇年間の集金方法・集金額を，お ４月下旬 ※

知らせいたします。 を予定しています （残高不足とな。

らないよう入金確認をお願いしま

す ）。

〇引き落としができなかった場 ５月中旬 ■第１回引き落とし日

合，督促させていただきます。 ５月１５日を予定しております。

（ ）※再引き落とし日 毎回２５日予定

○１学期に購入した教材について ６月中旬 □ ，６・１０・１２・１５年生のみ

業者に支払いをいたします。 月に修学旅行費積立金の引き落と

しをいたします。

○９・１１月に集金させていただ ９月中旬 ■第２回引き落とし日

いた集金で，２学期に購入した ９月１７日を予定しております。

教材の支払いをいたします。残

金については，３学期の支払い

に充当いたします。 11月中旬 ■第３回引き落とし日

。１１月１５日を予定しております

○１１月まで集金させていただい １～２月 ※３学期集金分につきましてはお子

た金額と不足分について計算 さんによって（例：音楽鑑賞会の

し，２月の集金額をお知らせし 日の欠席や校外学習の不参加等）

ます。 金額が違う場合があります。

○３学期までに購入した教材等の ２月 ■第４回引き落とし日（最終）

支払いをいたします。 ２月１５日を予定しております。

○決算の終了後，会計報告書を作 ３月

成し，保護者の皆様に会計報告

をいたします。

※ご不明な点がありましたら，教頭 田中まで，ご連絡ください。



学校だより 習志野市立秋津小学校

５月号

令和元年

５月７日
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～令和元年スタート リーダー６年生始動～
校 長 鈴木 俊哉

「令和」は万葉集にある「初春の令月にして 気淑く風和らぎ 梅は鏡前の粉を披
しよしゆん れいげつ き よ かぜやわら うめ きようぜん こ ひら

き 蘭は珮後の香を薫す」との文言から引用したものであります。そして，この「令和」
らん は い ご こ う かおら

には，人々が美しく心を寄せ合う中で，文化が生まれ育つ，という意味が込められてお

ります。

万葉集は，千二百年余り前に編纂された日本最古の歌集であるとともに，天皇や皇族，
へんさん

貴族だけでなく，防人や農民まで，幅広い階層の人々が詠んだ歌が収められ，我が国の
さきもり よ

豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります。

悠久の歴史と薫り高き文化，四季折々の美しい自然。こうした日本の国柄を，しっか
ゆうきゆう

りと次の時代へと引き継いでいく。厳しい寒さの後に春の訪れを告げ，見事に咲き誇る

梅の花のように，一人ひとりの日本人が，明日への希望とともに，それぞれの花を大き

く咲かせることができる。そうした日本でありたい，との願いを込め，「令和」と決定い

たしました。（平成31年４月１日 内閣総理大臣談話 引用）

最高学年となった６年生が，秋津小学校のリーダーとしてすでに活動を開始しました。

なかよしグループ，縦割り清掃活動のリーダーとして，毎日の清掃ではグループの仲間

に号令をかけたり指示を出したり。自らも意欲的に取り組む姿が見られるようになって

きました。最高学年としての自覚が芽生えてきていることを感じさせます。とても頼も

しく思います。秋津小の顔となる６年生には，リーダーとして一層の成長を期待してい

ます。保護者や地域の皆様も，６年生にご支援をよろしくお願いします。

６年生は５月１４日（火）に行われる市内陸上大会

に向けて，朝早くから練習を行っています。新記録を

目指して頑張ってください。是非，大会当日は，応援

をお願いいたします。

交通事故に注意

５月は交通事故の多い月です。小学生は自転車の走

行に十分気をつけるとともに，ヘルメットの着用など，

ご家庭でも注意喚起をお願いいたします。



５月の行事予定
７日（火） 全校朝会 １６日（木） 市内陸上大会予備日

あいさつ運動（１０日まで） グリーン運動

委員会活動 パートナー会議

８日（水） 運動会全体練習 １７日（金） 係児童打ち合わせ

９日（木） 耳鼻科検診（１，５年） ２１日（火） 運動会全体練習

１０日（金） 眼科健診（１，３，５年） 習教研（下校１４：１０）

運動会全体練習 ２４日（金） 運動会前日準備

スクールカウンセラー勤務日 スクールカウンセラー勤務日

１３日（月） 陸上選手を励ます会 ２５日（土） 秋津小学校と地域の大運動会

１４日（火） クリーン運動（５－１） ２６日（日） 予備日

市内陸上大会 ２７日（月） 振替休業

内科検診（１，２，３年） ２８日（火） クリーン運動（６－１）

１５日（水） 運動全体練習 ４年：施設見学

尿検査一次（２回目） ２９日（水） ６年：セカンドスクール（３１日まで）

サンタイム

３０日（木） 尿検査二次

３１日（金） サンタイム

第１回学校運営協議会

秋津小は，地域に密着した学校として特色ある学校運営を行っています。

【平成３１年度 学校運営協議会】

＜役員＞ 伊藤 知通 会長 小西 正大 副会長

＜委員＞（順不同）

秋津小学校ＰＴＡ会長 小西 正大 委員 秋津小学校ＰＴＡ副会長 小山 知恵 委員

秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 委員 社会福祉協議会秋津支部長 吉田 秀忠 委員

学校体育施設利用団体代表 山下 晃 委員 民生主任児童委員 玉井 恵枝 委員

学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 委員 秋津小学校元PTA会長 横山 智子 委員

千葉大学教授 伊坂 淳一 委員 市教育委員会指導課長 蓮 一臣 委員

市青少年センター所長 渡辺 雅和 委員 ※学校より委員として，校長・教頭・教務・生徒指導主任が出席

電話連絡網について
近隣他市において，「なりすましによる個人情報の聞き出し」事件が発生しております。どの

ような内容であっても，おかしいなと思ったら，「学校に聞いてください」とお話しください。また，

ご家庭でも保管に十分ご留意ください。

学校においでになるときは
学校においでになるときには，ネームプレートの着用をお願いいたします。他県で見ず知らず

の男が保護者をかたって学校から女子児童を連れ出すという事件がありました。子どもを守る

ための安全策の一つとして，ご協力をお願いいたします。



５月２５日（土）に「秋津小学校と地域の大運動会２０１９」が開催されます。

子供たちが精一杯力を出せるようにご協力をお願いします。

１ 当日は，朝６時４５分より正門のみ開門し，ご案内いたします。広いグランドですので

ゆっくりと場所をお選びください。

２ 保護者応援席でのテントの設営はご遠慮ください。テントの設営は，応援席より外側

危険のないところにお願いします。風で飛ばされると危険です。また，周りの方と気持

よく子供たちを応援するためにご理解とご協力をお願いします。

３ 進行のさまたげとなりますので，お子さんの写真，ビデオ撮影は，児童席や係席，本部

席，入退場門等立ち入らないようにお願いします。

運動会練習も本格的に始まります。また，これから気温が上がり，子供たちの熱中症が心配

されます。水筒は通年持参してもかまいませんが，次の３点についてご協力をお願いします。

１ 水筒の中身は，水，お茶，薄めたスポーツドリンクとします。

２ 水筒の中身は，友達にあげません。

３ 前日の残りは飲んではいけません。

子供たちにもこの３点について指導していきます。

「キラット・ジュニア防犯隊」

子供たちの防犯意識を高めるために，「キラット・ジュニア防犯隊」を募集しています安全で安

心なまち「習志野」をめざした活動をします。駅や大型店でのちらし配布，防犯マップの作成など

を行います。

４，５，６年生が対象です。先日お配りしました配布物をご覧いただき，是非，積極的な参加を

お願いいたします。

「谷津干潟をキレイにしよう！」
谷津干潟内のアオサやゴミ，貝がら等の回収を通して干潟に親しめます。

谷津干潟内に入れるいい機会です。

日時：６月１６日（日）１０：００～１１：００

対象：小学生以上（小学校３年生以下は保護者同伴）

申し込み：５月７日（火）より 習志野市環境政策課 ０４７－４５３－９２９１



今年度も３，４年生は年間１５単位時間，５，６年生は５０単位

時間の授業を行います。

英語専科の古川先生， ALTのカーラ先生，ボランティアとして
吉村先生，藤木先生が来てくださり，大きな声で英語を発音する

など，楽しく学ぶ姿がみられました。

５月１４日（火）の陸上大会に向け，陸上練

習に励んでいます。第七中学校の陸上部の生

徒さんも応援に駆け付け，各種目の練習のお

手伝いをしてくれました。中学生に負けないよ

うに一生懸命練習に励んでいました。

４月１１日（木）の入学式では６年生に迎えら

れ，１年生は毎日元気に登校しています。縦割

り活動の「なかよし活動」が始まり，２６日（金）

には，１年生を迎える会が行われました。６年

生のリーダーを中心に，秋津小に仲間入りした

１年生を温かく迎え，楽しく遊ぶ姿が見られました。

始業式に，子供たちの
安全を守ってくださってい
る方の紹介をしました。

４月２７日（土）秋津コミュニ

ティと PTA ・子供会の皆さん
がこいのぼりの取り付けをし

てくださいました。たくさんの鯉

が青空に泳いでいます。

４月６日（土）花の実園にて，

「さくらまつり」が開催され，本

校からは吹奏楽部が参加しま

した。満開の桜の中，大きな拍

手をいただきました。

２年生学区探検のお手伝し

てくだいさいました。

１年生の下校時の安
全確認にご協力ありがと
うございました。
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充実の6月
校 長 鈴 木 俊 哉

新緑の木々も深まりを見せ，深緑となってきました。しかも，もう夏かと思えるような
暑い日が続いています。そんな暑さの中，「秋津小学校と地域の大運動会」を保護者や地
域の皆様のご協力をいただき，今年度も盛大に開催することができました。保護者の皆様，
地域の皆様，本当にありがとうございました。子供たちにとってそれまでの練習も，それ
こそ真夏の中での練習と言えるようなものでしたが，子供たちは水分と休憩をとりながら，
練習に励んできました。運動会当日は元気な姿で，それまでの練習の成果を出し，どの競
技や演技にも精一杯取り組んでいる一番の姿を見せていました。きっと会場にいるすべて
の方々を感動させたことと思います。また，当日は準備や後片付け，競技への参加等，保
護者や地域の皆様のご協力をいただき誠にありがとうございました。

６年生にとっては運動会への取り組みだけではなく，その練習期間中に実施された市
内陸上大会への出場，５月末の鹿野山セカンドスクールに向けた準備活動などもあり，と
ても忙しい日々を過ごしていたはずです。しかし，それを乗り切っての運動会。一つ一つ
やり遂げているという自信が感じられました。しかも，やり遂げた満足感も持つことがで
きたようで満足した表情をしていました。とても頼もしい６年生へと成長してきました。
セカンドスクールでは，さらにひと回り成長した姿が見られました。
６月も子供たちが活躍する場面をご覧いただきたい行事を予定していますので，是非

お時間を割いてご覧いただきますようお願いいたします。
８日（土）には「谷津干潟の日」に行われる谷津干潟コンサートで吹奏楽部が素敵な

演奏を披露します。（１０：３０頃）是非，干潟観察センターへお越しいただき，お聴き
ください。
２２日（土）には「土曜参観」を予定しています。子供たちが意欲的に学習に取り組

んでいる様子をご覧ください。また，学級懇談会も行いますので，普段の子供たちの悩み
ごとや困りごと等を出し合って，皆で話し合ってみるのも良いかと思います。
運動会が終わって夏休みに向かう１学期後半は，部活動や学習などに落ち着いてしっか
りと取り組めるようにしていきたいと思います。そして，学習面では一層充実させて１学
期の終業式を迎えられるようにしてまいります。
いよいよ梅雨の季節に入っていきます。これから

の季節，体調を崩すことがあるかと思います。学校
では，子供たちの様子を見ながら学校生活をしっか
りと過ごせるようにしていきます。ご家庭や地域の
皆様におかれましても，子供たちの体調をよく見て
いただき，連絡をとり合いながら子供たちの健やか
な成長の支援をしていきたいと思います。



６月行事予定
３日（月） クリーン作戦Ⅰ １６日（日） 谷津干潟をキレイにしよう

教育相談週間（１４日まで） １８日（火） 習教研（下校１２：１０）
４日（火） 全校朝会，委員会活動 １９日（水） サンタイム，新清掃分担打合せ

歯科検診（１～３年） ２０日（木） グリーン運動，パートナー会議
５日（水） なかよし活動 ２１日（金） サンタイム，木曜日日課
６日（木） 校外学習（２年），お話会（３年） ２２日（土） 授業参観，学級懇談会

ロング昼休み ２４日（月） 振替休業
７日（金） サンタイム ２５日（火） クリーン運動（４－１）
８日（土） 谷津干潟の日フェスタ（吹奏楽部演奏） 木曜日日課
１０日（月） 登校安全指導 ２６日（水） サンタイム，お話会（４年）
１１日（火） クリーン運動（６－２），尿検査二次 ２７日（木） 高齢者交流会（２年）
１２日（水） サンタイム ２８日（金） 校外学習（１年），サンタイム
１３日（木） 祭りずし作り（３年），プール清掃
１４日（金） サンタイム ※２１日（金），２５日（火）は，職員研修のた
１５日（土） 千葉県民の日 め木曜日日課となり下校は１５：１０です。

エアコン設置の進捗状況について
６月末日までの設置完了の向け，順調に工事課進んでいます。現在は，教室内へのエア

コン本体機器の設置や校舎まわりへの室外機の設置などが順次行われています。
今後も，７月からの本格稼働に向け，工事が行われますので，ご理解・ご協力をお願いい

たします。

教科書展示会のお知らせ
教科書展示会が６月１４日（金）から２７日（木）の９：００～１８：００まで，習志野市総合教

育センターで開催されます。保護者や一般の方も閲覧することができます。

連絡メールの登録について
連絡メールの登録はお済ですか。学校からの緊急な連絡は，連絡メールで行います。登

録の仕方などご不明な点がありましたら，学級担任までご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて
本校では，家庭環境調査票で，個人情報の取扱いに関する同意について確認しておりま

す。①児童：校務，保健，進路指導，生活指導等に関する業務。②保護者：学業成績通知，
学費納入通知， PTA 運営（役員名簿の作成，児童の氏名，住所，電話番号，保護者氏名，
PTA 広報誌に写真等を提供など）。③学校だより，学校案内等への掲載。ご不明な点があり
ましたら学級担任までご連絡ください。

健康歯児童審査会
本年度の「健歯児童代表」として，６年１組新村晴翔さん，６年２組山村柚樹さんが選ばれま
した。長寿の方の口元を見ると，皆さんとても立派な歯が印象に残ります。ふだんから歯を大
切にする意識を持ち続けていきたいと思います。

むし歯予防図画ポスター
１，２年生がむし歯予防図画ポスターに出展し，２名が受賞しました。
入賞：１年１組 坂野綺音さん 入選：２年１組 田中希実さん



５月１３日（月）全校の応援を受け，１６日
（木）の市内陸上大会では，６年生が大健闘
しました。この日に向けて６年生は５年生か
ら基礎練習を始め，４月始めからは，朝に夕 ５月１３日（月）陸上選手を励ます会
に自己記録更新に向かって本格的な練習に
励んできました。子供たちは，各種目において精一杯力を発揮し，それぞれの記録を更新するこ
とができました。皆様の応援ありがとうございました。
【入賞者】 ６０ｍ障害走 男子 第４位：西川修平さん 第５位：髙山侑さん

６０ｍ障害走 女子 第１位：中臺由奈さん 第１位：丸野有彩さん
第３位：阿部ゆあのさん

１００ｍ走 女子 第２位：喜多陽花さん
また，５年生が６年生の検討を称え，５年生が学校で迎える準備をしてくれ，６年生の行事です

が，全校児童が心を一つにして応援している様子が伝わってきました。

５月２８日（火）４年生が
クリーンセンターと谷津干
潟観察センターに行ってき
ました。
クリーンセンターでは，ごみの処理の仕方だけでなく，リサイクルについても学びました。谷津

干潟では，渡り鳥や干潟に住む生物について，双眼鏡をのぞきながら探すことができました。

６年生は，５月２９日（水）～３１日（金）の３日間，鹿野山セカンド
スクールに行ってきました。陸上大会，運動会と大きな行事が続く
中，事前にしっかりと準備し素晴らしい３日間となりました。
１日目は，テント泊の準備のためにテント張りをしました。早く終

わったグループが，学級や男女の枠を超えて助け合ってテントを
張る姿は素晴らしかったです。
２日目の川遊びでは，小糸川での釣りと川の中を歩いて生き物

探しをしました。お天気にも恵まれ，自然を満喫することができまし
た。
３日目のオリエンテーリングで

は，グループで知恵を出し合い，協
力してゴールを目指しました。
３日間の活動で，見通しをもって

行動していた６年生は，秋津小学校
の最高学年としてとても頼もしい姿
でした。



５月８日（水）給食のグリーンピースご
はんのために，２年生が豆むきをしてく
れました。自分たちで豆むきをしたご飯
をおいしくいただきました。

５月１４日(月)，５年生がビオトープで地域の方に教えていただきなが
ら，田植えの体験をしました。初めての経験で，悪戦苦闘しながら｢代
かき｣｢田植え｣に挑戦しました。ひざ下まで土に埋まり，足を取られ転ん

でしまう子もみられましたが，子供たちは満足そうでした。
今後は，｢総合的な学習の時間｣で，米作りについて学習を進める予定です。

～ 「一致団結」優勝目指せ
令和最初の負けられない戦い～

５月２５日（土）は「秋津小学校と地域の大運動会」が好天の中，開催されました。本番に向け
て，毎日一生懸命練習してきた成果を発揮することができました。

運動会後のグランドには，ごみ一つ落ちていませんでした。保護者の皆様，地域の皆様，競技
だけでなく，準備や片付けなど，ご協力ありがとうございました。

１，２年生は，とてもかわいらしく，最後はオリンピックシンボルで決めてくれまし

た。 ３，４年生は，元気いっぱい！体いっぱい表現している様子が伝わりました。

５，６年生は，民謡サークル「どんつく」さんの生演奏と歌でのソーラン節！全身

全霊をソーラン節に集中し，最後まで一糸乱れず踊りきる姿は圧巻でした。

1 , 2年 生 「 パ プ リ カ 」

3,4年生

「やってやるぜ」

5,6年生

「秋津の伝統 ソーラン節」

低 学 年 リ レ ー ２年おじいちゃん

お ば あ ち ゃ ん

ありがとう

１ 年

な か よ し リ レ ー ムカデ競争 綱引き
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暑さに負けない丈夫な体をつくろう

校 長 鈴 木 俊 哉

梅雨も本番，とても蒸し暑くうっとうしい日が続いていますが，７月に入り一学期も残すところ３

週間，時の過ぎ行く早さを感じています。子供たちにとっては待ちに待った夏休みが間近。子供

たちの気持ちはもう夏休みに向いているのではないでしょうか。

学期末にお渡しするあゆみ（通知表）には子供たちの努力したことや伸びたことを記載してあ

ります。子供たちと一緒に１学期を振り返る資料としてください。秋津小学校の子供たちが笑顔で

生活できるよう学校職員全員で子供たちのために取り組んでいきますのでご協力の程よろしくお

願いします。

今年も暑い夏休みになると予想されます。暑い夏休みを乗り切るために，子供たちは，健康で

なければなりません。健康でなければ元気に遊んだり，勉強したりすることができません。学校で

は，健康を維持するために，体力づくりに取り組んでいます。「体育」の授業だけでなく業間休み

の「サンタイム」や「秋津っ子マラソン」を行い，たくさん活動して体力を高めています。また，健康

状態を把握するために，健康診断を行っています。学年の始めに体重や身長をはじめとする身

体測定や視力検査や歯科検診，内科検診などたくさんの検診をしました。その結果をおうちの方

に連絡をします。虫歯など治療が必要な人がいましたら，早めに治療するよう病院で治療をして

ください。治療が終わりましたら，学校に治療報告書の提出をお願いします。昨年度，治療報告

書の提出がとても少なかったです。学校では虫歯予防のため，昨年度からフッ化物洗口を行って

います。虫歯が少なくなることを期待しています。また，学校では毎日，栄養を考えた給食を自校

で調理しています。給食は子供たちのエネルギー源です。

育ちざかりの子供たちのために，栄養士の風間先生や給

食を作ってくれる人が，子供たちのことを考えて献立を作成

し調理しています。

夏休みになり，ご家庭においても子供たちの生活リズム

が崩れることなく，早寝・早起き（ラジオ体操）・朝ごはんを

意識して，暑い夏を乗り切りましょう。

２学期の始業式には，子供たちが，お土産話をいっぱい

もって，笑顔で元気に登校してくれることを心から祈ってい

ます。



１日（月） 第１回給食費引落日 １８日（木） 給食終了・大掃除
２日（火） 全校朝会・委員会活動 １９日（金） 終業式（下校１１：３０）
３日（水） 音楽集会 ２２日（月） 補習教室
４日（木） 小中音楽会（５年，吹奏楽部） ２３日（火） 補習教室
５日（金） サンタイム ２４日（水） 千葉県吹奏楽コンクール
８日（月） 短縮日課（下校１４：１０）～１８日 （吹奏楽部）

１０日（水） クリーン運動（４－２） ２６日（金） 第２回給食費引落日
１１日（木） 保護者面談①（下校１４：１０） ８ 月

グリーン運動・パートナー会議 １３日（火）～１５日（木）学校閉庁日
１２日（金） 保護者面談②（下校１４：１０） １７日（土）～２０日（火）プール一般開放
１６日 （火） 保護者面談③（下校１４：１０） ２１日（水）児童登校日（下校１０：４０）

５年：校納金引落日 ３０日（金）第３回給食費引落日

職員の着任について
県からスクールサポートスタッフの信安直子さんが配置されました。６月１０日（月）に着任

し，事務処理や行事の準備，環境整備等を行っています。どうぞよろしくお願いします。

キラット・ジュニア防犯隊
キラット・ジュニア防犯隊は，安全で安心な町づくりのために活動しています。秋津小学校

より，７名の子供たちが参加しています。
４年１組 上岡磐音さん，奥村美咲さん，近藤結月さん
４年２組 森南夏未さん，渡邉結月さん，木原花音さん，関秀翔さん

エアコンが稼働します
エアコンの設置が終わり，本格的に稼働します。夏季は，室内温度が２８度を超えたとき，
冬季は１７度をしたわ待ったときを基本に稼働します。体感温度には個人差がありますし，座
席によっては寒く感じることがあると思います。その場合，上着を持たせてください。

もうすぐ夏休み
８日（月）より短縮日課が始まります。夏休みに向けて，自転車の乗り方を始め，交通安全や

遊び方等，家庭でのルールや日常の生活習慣を再度見直す良い機会にしたいと思います。
・閉庁日・・・８月１３日（月）～１５日（木）は学校が無人になります。
・登校日・・・８月２１日（水）登校８時１０分，下校１０時４０分
事故や入院等の緊急時には，学校携帯（０９０－８７４５－３１４４）までご連絡ください。

６月２２日（土）に授業参観，学級懇談会がありました。多くの保護者
や地域の方が参観し，子供たちは少し緊張気味でしたが，一生懸命学
習する姿がご覧いただけたと思います。

７ ， ８ 月 行 事 予 定

保護者アンケートのご協力ありがとうございました。主な感想として
【子供・授業】落ち着いていた。積極的に参加していた。手を挙げてい
た。楽しく学んでいる姿が見られた。話をしっかりと聞いていた。昨年よ
り成長を感じた。チャイムが鳴って授業が始められるとよい。
【学校】兄弟の懇談会の時間がかぶる。エアコンが設置されてよかっ
た。教室内が整理整頓されていた。教室が暑かった。
【その他】通学路の見守りをしていただき安心。子供たちの作品を見る
のが楽しい。



６月６日（木）葛西臨海水族館に行って
きました。事前に新習志野駅に出かけ，
駅探検をしてきました。その成果で，電車
ではマナーよく乗車することができました。
大きなマグロやかわいいペンギンたちを
見て大喜びしていました。

６月８日（土）谷津干潟フェスタで吹奏楽部
が演奏しました。多くの秋津小学校の子供た
ちが応援に駆けつけてくれ，友達を応援する
姿，一生懸命拍手を送る姿に吹奏楽部の子
供たちも励まされたと思います。これからの
活躍が楽しみです。また，楽器の搬出入で
は，多くの保護者の方のご協力，ありがとう
ございました。

６月１７日（月）プール開きをしました。子供たちが安全に学習でき
るように，校長先生の話やセレモニーを行いました。プール開きに向
けたプール掃除では，たくさんの保護者の方にご協力をいただきまし
た。ありがとうございました。

雨が多い６月。本を
たくさん読んでほしい
と，図書委員会で様
々な工夫をしました。
また，３年生は学

校司書から図書室の
使い方について学び
ました。 ランチルーム給食では，マナーを学

びながら食事をします。
ランチルームでいつもと違う素敵な

食器での食事に，少し緊張している様
子が見られましたが，子供たちはラン
チルーム給食を楽しみにしています。



６年生の国語「学校案内パンフレ
ットを作ろう」の授業で，作成したパ
ンフレットを使って，６年生が１年生
に学校について説明をしました。
６年生は，１年生でもわかるよう

に易しい言葉で伝えられました。１
年生が６年生に質問する姿も多く見
られました。

６月２８日（金），台風通過が心配されましたが，元気に千
葉動物公園に出発しました。たくさんの動物を見て，大喜び
していました。動物とふれあい，楽しい思い出ができました。

学校中がピカピカ 引率のご協力あり
になりました。 がとうございました。

６月１３日（木）３年生が祭りずし作りを行いました。学校支
援ボランティアの皆さん，保護者の皆さんに見守られながら
楽しく作ることができました。包丁で切り分けて現れたかわ

いらしい花が見えた瞬間，どの子も「うわー」と嬉しそうな歓声をあげていました。「早く食べたい
な。」と，待ちに待った給食では，みんな笑顔でおいしそうに食べていました。千葉の郷土の祭り
ずしをぜひご家庭でも作ってみてはいかがですか。



学校だより 習志野市立秋津小学校

９月号

令和元年

９月２日

http ://www.nkc.c ity .narashino .ch iba . jp/aki tsu/

いよいよ秋も深まってきます

校 長 鈴 木 俊 哉

日本では，昔から旧暦９月を長月（ながつき）と呼び，現在では新暦９月の別名としても用いて

います。

長月の由来は，「夜長月」（よながつき）の略であるとする説がもっとも有力ですが，他に「稲刈

月」（いねかりづき）が「ねがづき」となり「ながつき」となったという説もあります。いずれにしても，

私たちの主食である稲の成長と大いに関係があります。

こう考えてみると，私たちの毎日の生活が，四季の移り変わりに伴って営まれていることがわ

かり，自然の偉大さに毎日を感謝したり，畏敬の念をもって過ごしたりした古人（いにしえびと）の

思いが伝わってくるようです。四季のあるわが国の良さを子供たちに十分に味合わせながら，学

習活動を展開したいと思っています。

さて，２学期は子供達が活躍する様々な活動が控えています。９月２５日（水）から2泊3日で，

４年生のセカンドスクールを実施します。４年生は，小学校で初めて，鹿野山での宿泊学習にな

ります。楽しい活動をたくさん実施します。

１０月２日（水）は６年生の修学旅行（日光方面）があります。仲間と過ごす最後の宿泊。たくさ

んの思い出を作ってほしいと思います。そして，10月１２･１３日は秋津地域恒例の「秋津まつり」

があります。１３日の日曜日は登校日となり，今年も全校挙げて参加します。保護者の皆様，地

域の皆様，どうぞよろしくお願いいたします。１０月３０日（水）は本校の公開研究会があります。

今年も保護者の皆様にご協力いただくことと思います。よろしくお願いいたします。５年生は１０

月に稲刈りを行い，取れたもち米を搗いてマラソン大会の時に食べます。

１１月１３日（水）は６年生が参加する市内ボール大会があります。最高の成績を目指し子供

たちは練習に取り組んでいます。そして，全校マラソン

大会が１１月２７日（水）にあります。

他に各学年による校外学習も計画しています。それ

ぞれの詳細については，準備を始める頃にお知らせい

たしますので，その際にご確認ください。

２学期も多くの大きな行事が実施されます。このよう

な活動を通して，子供達が心身ともに増々大きく成長

していくことを願っています。今学期も秋津小学校教職

員一同，子供達の更なる成長を胸に抱きながら，教育

活動に全力を尽くして参ります。今後とも，保護者や地

域の皆様方のご支援ご協力よろしくお願い申し上げま

す。



９月行事予定

災害時伝言ダイヤル試用期間 １６日（月） 敬老の日（祝日）

～５日（水） １７日（火） 習教研（下校14:10）

２日（月） 始業式（下校11:30） 校納金引き落とし日

第３回給食費引き落とし日 １８日（水） サンタイム

３日（火） 通常日課開始，給食開始 ２０日（金） 教育委員会学校訪問

身体測定（1～6年），委員会活動 ２３日（月） 秋分の日（祝日）

４日（水） サンタイム ２４日（火） クリーン運動（４－１）

夏休み作品展（10日まで） ２５日（水） ４年セカンドスクール(27日まで）

５日（木） １年心電図検査 サンタイム，歯科指導（１年）

６日（金） サンタイム，避難(引き渡し)訓練 ２６日（木） グリーン運動

８日（日） 習志野市総合防災訓練 ２７日（金） サンタイム

９日（月） あいさつ運動週間（13日まで） スクールカウンセラー勤務日

１０日（火） クリーン運動（３－１） ３０日（月） ５年スコリオ

スポーツテスト，クラブ活動 第４回給食費引き落とし日

１１日（水） サンタイム

１２日（木） パートナー会議

１３日（金） ３年校外学習，サンタイム

スクールカウンセラー勤務日

避難訓練・引き渡し訓練について
９月６日（金）に地震を想定した避難訓練・引き渡し訓練を行います。地震を想定しており

ます。いい機会ですので，帰宅時，帰宅後に災害時について，ご家庭でも

話題にしてください。なお，車での来校はご遠慮ください。

また，実際に大地震が起こったとき，学校からの連絡メールが届かない

かもしれません。８月２１日付けの手紙の裏面に災害伝言ダイヤルの操作

方法について記載しましたので，この 機会に確認してみてください。

○災害伝言ダイヤル試用期間：９月２日（月）～９月５日（木）

夏休み作品展について
子供たちが夏休みに家庭で頑張って仕上げた絵や自由研究などを展示し，お互いに見合う

夏休みの作品展を実施します。

○展示日時：９月４日（水）から１０日（火）（※９月９日を除く）の４日間，１５：００～１６：３０

○展示場所：各教室前（１，２年生は生活科室）

校納金引き落としについて
９月１７日（火）は校納金引落日となっております。

ゆうちょ銀行への入金をお願いします。

○１年生：７，０１０円 ○２年生：３，５１０円

○３年生：６，６６２円 ○４年生：５，４００円

○５年生：７，８２５円 ○６年生：６，０１０円

キラット・ジュニア防犯隊

７月１９日（金）終業式後に全

校児童に紹介しました。



津田沼高校の生徒さんが学

習の補助をしてくれました。７月

２２日（月）３５名，２３日（火）１５

名の生徒さんが，丁寧に学習を

見てくれました。参加した子供た

ちもとても喜んでいました。

７月２４日（水）千葉県文化

会館での，千葉県吹奏楽コンク

ールに出場しました。コンクー

ルに向け，緊張感をもって一生

懸命に練習を重ねました。本番

では達成感を味わえたのでは

ないでしょうか。

お互いに声を掛

け合いながらプレ

ーをしていました。

毎回の練習でも真

剣に取り組んでい

ました。

何回か練習試

合をしたことで，

できていることや

がんばりたいこと

が分かったと思い

ます。

楽器の運搬等お手伝いしていただきありがとうございました。

夏休みは，上達するとてもいい機会です。暑い中，がんばって練習や試合に打ち込みました。

８月２１日（水）は全校登校日

でした。久しぶりに友達に会え，

学校が笑顔でいっぱいになりま

した。気温が高かったため，全

校朝会は放送行いましたが，教

室内でも元気に校歌をうたい，

背筋を伸ばして校長先生の話を

聞く姿は，とても立派でした。

ありがとうございました

ＰＴＡより白衣をいただき

ました。大切に使わせていた

だきます。

夏休み中にもがんばる秋津っ子の姿が

たくさん見られました。



夏休みを利用して職員作業を行いまし

た。今年は側溝清掃をしました。また，特別

教室の整備，校内の不要な物を整理整頓

をして廃棄しました。

先生って夏休み何をしているの？という

疑問にお答えします！

市や県の研修会に参加

し，見識を広めています。

また，校内研修として，教

育課程やパソコンの操

作，特別支援教育を行い

ました。大学教授を招いて

体育の授業について学び

ました。

２学期以降の学習で使用する教材

・教具作りを行いました。どうしたら子

供たちが使いやすく，よりよい学習に

なるのかを皆で知恵を出し合い，材

料をそろえました。力を合わせて作成

しました。

ＰＴＡバレーボール部さんと試合

をしました。若手教員が大活躍？！

７月２０日（土）～３１日（水），８月２１日

（水）～３１日（土）にラジオ体操が行われま

した。たくさんの地域の方，子供たち，保護

者が参加しました。朝の清々しい空気に触

れれば，一日元気に過ごせますね。

８月２５日（日）暑い中，体育施設使用団体

様が中心となり，校庭の草刈りをしてください

ました。夏の間すくすくを伸びていた草を刈っ

ていただき，校庭がすっきりとしました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１０月号

令和元年

１０月１日
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心の成長「つながり」を大切に

校 長 鈴 木 俊 哉

家庭、地域、学校で人との「つながり」を大切に
地域での奉仕作業を行ったり、体験活動などをしたりすることで、豊かな心が育ちます。また、

このような活動を継続すると、社会の一員として自覚が芽生えていきます。家庭、地域、学校で

人とのつながりを大切にし、豊かな心を育みましょう

家庭で「家族の心のつながり」を大切に
・挨拶からはじめ、親子で対話しましょう。まず、子供の話に耳を傾け、努力を認め、困った時

に相談できると感じた時に、親子の真剣な対話が生まれます。

・地域の行事や体験活動などに参加し、共通の話題を持ちましょう。

・家族みんなで過ごす楽しさ、愛情による絆を感じると、自分を大切にし、他人を思いやる心が

育ちます。

・子供にとって「お手伝い」は家族の一員として自分が期待されるということを自覚する良い機

会です。また、それを継続することで子供の責任感が育ちます。

・自然体験を通して豊かな感性が育ちます。

「地域とのつながり」を大切に
地域で子供に関わる大人同士が「つながり」を持つことが大切です。

・地域行事「秋津まつり等」に親子で参加し、人との関わりから「豊かな人間関係」を学ぶこと

で心が育ちます。

・人との交流で認められ自己存在感に気付き、人間関係づくりができます。

子供の言葉遣いは気になりませんか？
・大人から子供へ心を育む場となるために、豊かな会話がなされることが大切です。

まず、家庭で正しい言葉遣いを伝えましょう。

・子供の言葉遣いに注意をするべき立場のものとして、親の役割が強く期待されます。

・挨拶は人との交流の基本、まず、挨拶のできる子を育てましょう。

人と人とのコミュニケーションをする中で、正しい言葉遣いが身に付きます。

子供たちの中で「死ね」「死ぬ」という言葉を

聞きます。あまり深く考えずに使っていると思い

ますが、「死」という言葉は安易に使う言葉では

ないと私は思います。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567648032/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5lY28tcGEuanAvaW5mb3JtYXRpb24vZXZlbnQvMTAtMS5odG1s/RS=%5eADBEFtAkYNg7GUI.dmQGZxRZmRwEOA-%3B_ylt=A2RCA9ygF29dlhcAKR6U3uV7


１０月行事予定

１日（火） 全校朝会，委員会活動 １６日（水） ５年：校外学習，サンタイム

２日（水） クリーン運動（2-1），サンタイム １７日（木） グリーン運動，パートナー会議

６年：修学旅行（～3日） １８日（金） 振替休業

４日（金） サンタイム ２２日（火） 即位礼正殿の儀

７日（月） 教育相談週間（～17日） ２４日（木） クリーン作戦Ⅱ（下校14:00）

８日（火） クラブ活動 ２５日（金） サンタイム，

３年：たけのこお話会 スクールカウンセラー勤務日

音楽集会（2,4年，吹奏楽部） ２９日（火） 公開研究会前日準備

９日（水） なかよし活動，ロング昼休み （下校1～4年13:20，5,6年15:15）

１１日（金） サンタイム， ３０日（水） 公開研究会（下校12:05，

スクールカウンセラー勤務日 吹奏楽部13:00）

１２日（土） 秋津まつり前夜祭 ３１日（木） 七中生職場体験

１３日（日） 秋津まつり（登校日） 第５回給食費引落日

１４日（月） 体育の日

１５日（火） クリーン運動（2-2），

習教研（下校12:10）

教育相談週間
１０月７日（月）～１７日（木）まで、教育相談週間となっています。日常か

ら、学校生活についての悩みや気になることがありましたら、いつでもご相

談ください。また、スクールカウンセラーとの面談も随時受け付けています。

養護教諭が担当となっていますので、ご連絡をいただければと思います。

秋津まつりについて
１２日（土）は前夜祭、１３日（日）は本まつりで登校日となっています。お祭りの楽しみ方

やお金の使い方についてご家庭でもお話をしてみてください。なお、本まつり当日の昼食場

所および山車・お御輿練り歩きについての確認を１０月１日（火）付けにて配布したので、お

子さん一人につき、一枚を学級担任まで提出をお願いします。

クリーン作戦Ⅱについて
クリーン作戦Ⅰでは、たくさんの方にご協力をいただき、学校がきれいになりました。１０

月２４日（木）はクリーン作戦Ⅱを行います。ご多用の折とは存じますが、ご協力お願いしま

す。なお、参加票は１０月２日（水）の締め切りとなっています。よろしくお願いします。

給食費引き落としについて
１０月３１日（木）は給食費の引落日です。前日までに入金の確認をお願いします。

全国学力学習状況調査について
平成３１年４月１８日に実施した全国学力・学習状況調査の習志野市の結果について公表

します。○公表予定の日時 令和元年１２月２日（月） 午前１０時～

○公表の方法について 習志野市総合教育センターホームページ

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/nkc/



始業式後、さっそく秋津まつり

のダンスの練習をしていました。

DVDの映像を見ながら、一生懸

命練習する姿は、とてもかわい

らしかったです。

本番もどうぞお楽しみに！

始業式には久しぶりに友達や先生に

会え、秋津っ子たちはうれしそうでした。

９月６日（金）避難訓練と引き

渡し訓練がありました。子供た

ちはとても真剣に取り組んでい

ました。避難訓練は「命を守る

訓練」と話をしました。ご家庭で

も災害時にはどのようにして命

を守るのかお話してくだされば

と思います。

９月９日（月）千葉市付近に

上陸した台風１５号が猛威を振

るい、県内では今でも復旧作

業が続いている地域もありま

す。秋津でも倒木がたくさん見

られました。学校のグランド内

も、折れた枝があちこちに散乱

し、マラソンコース等グランドが

一時使えませんでした。

そんな中、５年生が落ちてい

る枝の片づけを手伝ってくれま

した。枝の一部は、餅つき大会

の薪にするため保存してありま

す。

９ 月 １ ３ 日

（金）３年生は、

千 葉 市 科 学

館、千葉ポート

タワーに行って

きました。

千葉市科学

館では、学びの

めあてをもって

グループで協力して活動する姿は、とても立派でした。お弁当タイムでは、最後にテーブルの

上や下を確認し、使う前よりもきれいにすることができました。また、ポートタワーでは、上か

ら眺める千葉の街や港にメモをたくさん取りながらいい学びができました。



９月２４日（火）

５年生は救命講

習会を受講しま

した。心肺蘇生

法やAEDの使い

方を実際に体験

することができま

した。

県への要望が叶い、「夢チャレンジかな

え隊」として、９月１９日（木）千葉ジェッツ

ふなばしのコーチが５，６年生のバスケッ

トの指導に来てくださいました。バスケット

の技能だけではなく、準備運動、仲間との

協力、自分で考えるなど、これからの学習

に生かしていけるたくさんをことを教えて

いただきました。経験があるなしにかかわ

らず、楽しい２時間を過ごせました。

スポーツテス

トでは、５，６年

生が１，２年生の

お手伝いをしま

した。優しく励ま

している姿はほ

ほえましかった

です。

ご協力ありがとうございます

４年生は初めて

のクラブ活動です。

料 理 ク ラ ブ で

は、地域の方から

優しく教えていただ

きました。おいしい

チョコレートケーキ

が出来上がり、み

んな笑顔でした。

９月２７日（金）５年

生が稲刈りをしました。

台風に負けずに大豊

作でした。

秋津まつりに向け、３年

生はばが面踊りを練習し

ています。たくさんの地域

の方からきめ細かく教えて

いただき、子供たちも楽し

く練習をしています。本番

が楽しみです。

毎月１回「グリーン運動」として、学校支援ボランティ

アさん、教職員を中心に学校環境の整備を行ってい

ます。秋津小自慢の広い校庭の整備、花壇の手入

れをしていますので、興味のある方はどんどん参加してください、。問い合わせは教頭まで



学校だより 習志野市立秋津小学校

１１月号

令和元年

１１月１日
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１１月３日「文化の日」ってどんな日

校 長 鈴 木 俊 哉

「文化の日」の意味と由来

意味は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とあり、文部科学省は文化の日に文化勲章

を授与したり公民館での公開講座を企画したりしています。「文化を進展させ、国民に勧める」と

いう両方の意味を持たせているようです。

由来は、1946年帝国議会は新しい日本国憲法を明治天皇の誕生日「明治節」11月3日に合わ

せて公布しました。貴族院は、明治天皇の誕生日を祝日として残したく、11月３日を憲法記念日

にする予定でしたが、日本を占領していたGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）は、明治天皇

の誕生日を憲法記念日にすることに強く反対し、憲法記念日を５月３日（憲法施行の日）にする

よう日本に求めました。

また、GHQは11月3日を祝日にするなら、何の記念日がいいか？と日本政府に打診し、「文化の

日」が誕生しました。

憲法公布日ですから、憲法の理念から、自由と平和をとりいれたそうです。

「文化の日」を制定するにあたり、日本人は古いものを残したい気持ちと、新しい日本のあり方を

望む気持ちがあり、GHQ（占領軍）は古いものを無くしたいが、ある程度は日本人の天皇への思

いを尊重した方がうまく統治できるという考えがあったようです。この「文化の日」は、すべてがう

まく収まって（妥協して）できた、祝日になるのでしょうか。

今の社会でも妥協しなければならないことが多くあると思います。

毎年連休にならない「文化の日」、「体育の日」や「敬老の日」は第〇月曜日と決まっていま

す。一方「文化の日」はいつも11月3日。ハッピーマンデーで毎年連休、とはなりません。もともと

が「明治節」明治天皇の誕生日ですから日にちが大事。ハッピーマンデーにはできないようで

す。

文化の日は、晴れの特異日です。理由はわかりませんが、何故かほかの日よりも晴れる確率

が高い日（特異日）です。また、いろんな施設が入館無料になります。ご家族でお出かけしては

どうでしょうか。

先人がみんなの生活が便利になるように

そして精神が豊かになるようにと考えだしてくれた発明や芸術

そんな素晴らしい文化をあらためて見直し感謝する日

そして文化を楽しむ日

11月３日 文化を楽しみ心豊かな日にするのも良いと思います。



１１月の行事予定

１日（金） 鑑賞教室，総合教育展（7日まで） １８日（月） ランチルーム2-1

七中職場体験 １９日（火） マラソン試走

４日（月） 振替休日 クラブ活動，ランチルーム2-2

千葉県アンサンブルコンテスト ２０日（水） ５年：たけのこお話会，

（吹奏楽部） ランチルーム1-1

５日（火） 全校朝会，就学時健診（下校13:00） ２１日（木） 家庭教育学級，

６日（水） マラソン週間開始，ランチルーム6-1 授業参観・懇談会（下校：下学年

７日（木） とんぼランチタイム， 14:30，上学年15:15）

なかよしロング昼休み ２２日（金） マラソン試走予備日，

８日（金） ５年：校外学習 ２３日（土） ランチルーム1-2

４年：たけのこお話会， 勤労感謝の日

ランチルーム6-2 ２６日（火） クリーン運動5-1

スクールカウンセラー勤務日 ２７日（水） マラソン大会

１１日（月） ボール大会壮行会,ランチルーム5-1 ２８日（木） ６年：たけのこお話会

１２日（火） クリーン運動1年，委員会活動， 学校運営協議会

ランチルーム5-2 ２９日（金） マラソン大会予備日

１３日（水） 市内ボール大会，ランチルーム4-1 サンタイム

１４日（木） グリーン運動，パートナー会議 スクールカウンセラー勤務日

ボール大会予備日,ランチルーム4-2 12月2日（月） 第６回給食費引落日

１５日（金） 校納金引落日，

５年：歯科指導，ランチルーム3-1

総合教育展について
「習志野市総合教育センター」で、市内の小・中学校と幼稚園・こども園の子供たちの作

品展が開催されています。科学工夫作品・論文・自由研究・家庭科・書写・絵画・造形作品

が展示されています。１１月１日（金）～１１月７日（木）9:00～16:30まで。（7日は12:00まで）

マラソン習慣が始まります
１１月６日（水）より、子供たちたちの持久力の向上をめあてとした「マラソン練習」を実施

します。マラソン大会は１１月２７日（水）（予備日２９日）に実施します。「健康カ－ド」を配布

いたしますので、毎朝の健康状況をよく見ていただき、ご提出をお願いいたします。

ボール大会について
１１月１３日（水）（予備日１４日）に市内ボール大会があります。６年生が市内陸上大会

の後、部活動として朝と放課後、練習に取り組んできた成果を発揮する場となります。秋

津小学校では、今年度はサッカーとミニバスケットボールの会場となっています。

授業参観について
１１月２１日（木）は授業参観および学級懇談会があります。教育相談等をご希望される

方は、連絡帳等であらかじめご連絡ください。

校納金引き落としについて
１１月１５日（金）は校納金引落日となっております。前日までにゆうちょ銀行への入金の

確認をお願いします。

給食費振替日について
１２月２日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願いします。



２日（水）３日（木）に、６年生が日光へ修学旅行に行ってき

ました。朝の丸沼湖畔は、とても寒かったそうですが、日光の

歴史ある建造物だけでなく、奥の深い自然を満喫することがで

きたようです。

事前にしっかりと計画をし、準備をしていました。学校に帰っ

てきた時の６年生の表情から、楽しく充実した修学旅行であっ

たことがうかがえました。

１０月２４日（木）クリーン作戦にご協

力いただきありがとうございました。

秋津小学校では、学校全体で共通

の「そうじのしかた」で清掃しています。

子供たちは毎日リーダーを中心に一生懸命掃除をしていますが、普段手が届かないところ

や、窓ガラスを中心に保護者の方のお手伝いをしていただき、学校がきれいになりました。子

供たちもいつも以上に張り切って掃除をしていました。

１０月８日（火）に２年生、４年生

が合奏・歌、吹奏楽部が演奏を発表

しました。聴いている子供たちに児

童会の６年生がインタビューをし、

全校児童の前で感想を堂々と発表

できました。

３学期は、１年生と６年生の発。

表です



オリンピック・パラリンピック教

育の１に「おもてなしプロジェク

ト」があります。秋津小では、花

いっぱいプロジェクトとして、１～

３年生までの一人一鉢運動と４

年生がプランターに寄せ植えをしました。毎日、お花が痛まないように丁寧に水をあげるな

ど、大切に育てています。

１０月１２日（土）、１３日（日）に予定されて

いた秋津まつりが台風のため中止になりまし

た。秋津まつりに向けて子供たちが一生懸命

に練習してきた出し物に発表の場が無くなっ

てしまったので、急遽１８日（金）に発表会を

行いました。急なお知らせにも関わらず、保

護者や地域の方がたくさん見に来てくださり、

おかげさまで子供たちはこれまでの練習の成

果を披露することができました。

秋津小では、平成２２年度から体育科の研究をしています。

１０月３０日（水）は、体育科の公開研究会を開催しました。前

日の雨でグランドがぬかるんでいましたが、朝から５，６年生がグランド整備をしてくれ、当日

は合計１４７名の来校者のもと、大盛況でした。

秋津小の子供たちの体育技能の高さ、学級の雰囲気のよさ、どうしたらできるようになるの

か友達と相談しアドバイスしあう姿のすばらしさについての感想が多かったです。

今後も指導力向上のために、研究に励んでいきたいと思います。
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冬至に「かぼちゃ」を食べて「ゆず湯」に入る
校 長 鈴 木 俊 哉

今年の冬至は12月22日です。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が

一年中で一番短く逆に夜が長くなります。この反対に昼が一番長く夜が短いのは夏至です。昼

と夜の長さが同じなのは春分と秋分です。冬至には様々な言い伝えや風習が残されています。

まず、よく言われていることとして、冬至には、かぼちゃを食べてゆず湯に入る習慣がありま

す。

冬至にかぼちゃを食べるのには、脳卒中や風邪を引かないように祈願する意味があるようで

す。「冬至にかぼちゃ」は現代的に解釈すると、緑黄色野菜の少ない冬にカロテンやビタミンの

多く含まれるかぼちゃを食べ、風邪等への抵抗力をつけようとした先人の知恵だと言えます。

ビタミンAは、肌をツヤツヤにし動脈硬化の予防(脳卒中予防)になるだけでなく、皮膚や粘膜、

視力、骨や歯にも効果があるものです。かぼちゃを食べて風邪知らず！昔の日本では冬至の

ころになると秋野菜の収穫も終わって、食べられる野菜もほとんどなくなっていました。そこで

元気に冬を越せるようにと願いを込め、栄養もあって保存もきくかぼちゃは特別に大切にして

食べていたようです。

冬至に「ゆず湯」に入るのは、寿命が長く病気にも強いゆずの木にならって、ゆず湯に入って

無病息災を祈る風習になったと言われています。実際にゆず湯は風邪予防にも効果が高いよ

うです。

その他に、冬至に「ん」のつく食品を食べると幸運が得られ

るという言い伝えがあります。冬至の七種は「ん」が２つつく

もので「なんきん（かぼちゃ）」「にんじん」「れんこん」「ぎんな

ん」「きんかん」「かんてん」「うんどん（うどん）」でこれらを食

べると病気にかからず、運気が上がり出世するといわれてい

ます。また、冬至は悪運をリセットする日「一陽来復」でもあ

り、転じて悪いことばかり続いたあとでも、ようやく幸運に向う

日とされています。

かぼちゃを食べて、笑顔で幸運に向かいましょう。



１２月の行事予定

２日（月） 給食費振替日 １９日（木） 給食終了，大掃除

３日（火） 全校朝会，委員会活動 1000か所ミニ集会（七中）

４日（水） なかよし活動，ロング昼休み ２０日（金） スクールカウンセラー勤務日

６日（金） サンタイム（行進大会） ２３日（月） 終業式（下校11:30）

７日（土） NBSフェスティバル みんなで歌おう2019（吹奏楽部）

１０日（火） クリーン運動（5-2） ゆいまーる

１２日（木） 短縮日課（下校14:10）２０日まで ２４日（火） 冬季休業（1/6まで）

１６日（月） ５年：校納金引き落とし日 ２７日（金） 仕事納め

１７日（火） 個人面談（下校13:10） １/６（月) 仕事始め，給食費振替日

１８日（水） 個人面談（下校13:10） １/７（火） 始業式

個人面談について
１２月１７日（火）、１８日（水）に個人面談があります。２学期は希望制となっています。希

望した方には日時の調整後、１２月５日（木）にお知らせいたします。

1000か所ミニ集会について

１２月１９日（木）に第七中学校を会場に1000か所ミニ集会が開催されます。秋津小から

は、６年生が参加します。

冬季休業について
１２月２４日（火）～１月６日（月）は冬季休業となります。冬季休業中は、ご家族の行事

が多いことと思います。子供だけの外出やお小遣いの使い方のルール、交通安全など、

子供たちが事件や事故にまきこまれないように、先日配布しました交通安全のチラシ等

で、再度ご家庭で確認してください。

※１２月２８日（土）～１月５日（日）は学校は学校が無人となります。

事故や入院等の緊急時には、（学校携帯０９０－８７４５－３１４４）までご連絡ください。

５年生：校納金引き落とし日について
１２月１６日（月）は５年生の校納金引き落とし日になっています。１２月１５日（金）まで

に９，０１０円（手数料１０円）の入金の確認をお願いします。

給食費振替日について
１２月２日（月）、１月６日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願い

します。 給食費の引き落としができないと、払込票でのお支払いまたは、習志野市教育

委員会学校教育課窓口での支払いとなりますので、残高不足にならないように、入金確認

をお願いします。

全国学力・学習状況調査の結果について
平成３１年４月１８日（火）に実施した全国学力・学習状況調査の習志野市の結果につい

て公表します。どうぞご覧ください。

※習志野市総合教育センターホームページhttp://www.nkc.city.narashino.chiba..jp/nkc/

（令和元年１２月２日（月）午前１０時から）

受賞おめでとうございます
令和元年度習志野市PTA連絡協議会実践記録「我が家の家庭教育」において、本校PTA

の山口千夏さんの作品が最優秀賞に選ばれました。おめでとうございます。

なお、山口さんの作品は、別添資料として配布しますので、どうぞご覧ください。



１１月１日（金）２年に１度の

鑑賞教室を行いました。生で

聴く様々な楽器の演奏に、子

供たちの目はキラキラと輝い

ていました。

１０月３１日（木）、１１月１日

（月）に、七中２年生５人が職

場体験として活動しました。授

業中は優しく子供たちに寄り

添い、休み時間は子供たちと

ともに走り回って遊んでくれま

した。卒業生の成長を感じ、職

員一同うれしく思いました。

１１月８日（金）５年生は、読売新聞社と科学技術館に行きま

した。事前学習をしっかりと行い、一人一人学習のめあてをし

っかりともち、有意義な学習ができました。

１１月１１日（月）にボール大会壮行会を行い、

全校児童の声援を受けて、１３日（水）本番を迎えました。今年度は、袖ケ浦体育館が工事

のため。サッカーだけでなく、ミニバスケットボールも秋津小が会場となり、大盛り上がりで

した。ミニバスケットボール、サッカーともに全校応援となり、選手と応援児童とが一体感を

味わえる素晴らしい大会となりました。

○ミニバスケットボール・・・第３位 優秀選手 藤村歩未さん

○サッカー・・・・・・・・・・・・・敢闘賞 優秀選手 山田迅大さん

※壮行会



１１月２９日（金）に地域の方、外国の方をお招きし、１

年生は遊びの紹介、２年生は町探検の発表を行いまし

た。様々な年代、国を超えたお客様の前で、堂々と立派

な姿でした。今後も多くの人たちとのかかわりの中で、コ

ミュニケーション能力を高めていきたいと思います。

１１月２１日（木）の授業参観、学級懇談会にたくさんの

方に来ていただき、ありがとうございました。子供たちが

一生懸命学習している姿をご覧いただけたのではないで

しょうか。ぜひ、日常から学校の様子を子供たちから聞

き、頑張りを誉めてあげてください。

１１月２７日（水）小雨がちらつく寒い中、たくさ

んの方に応援に来ていただきありがとうございま

した。子供たちはゴールに向かって頑張る姿はと

てもかっこよかったです。天候が危ぶまれる中、ご

心配をおかけしました。

また、練習から長時間にわたり子供たちの安全

を見守ってくださったPTA,学校支援ボランティアの

皆様、お陰様で子供たちに大きなけがもなく無事

に終了したことに感謝申し上げます。

１年 １位 遠藤 隼さん 藤島悠月さん

２年 １位 篠田敦大さん 髙橋菜月美さん

３年 １位 保立拓海さん 藤島汐那さん

４年 １位 中臺 空さん 富田ゆずさん

５年 １位 染谷昊希さん 菅野晴愛さん

６年 １位 山田迅大さん 金子ひなたさん

マラソン大会の後、恒例の餅つき大会が

ありました。保護者、米作りから携わってく

ださった地域の方などたくさんの方に指南さ

れながら、子供たちはお米を蒸し、餅つき、

盛り付けを体験することができました。これ

までの準備等ありがとうございました。子供

たち、保護者、地域の方との関わりを見て、

改めて秋津の素晴らしさを実感しました。
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『したいけど、できない。』と『できるけど、したくない。』

校 長 鈴 木 俊 哉

新年あけましておめでとうございます。2020年（Olympic year）の新しい年を子供た
ちと無事に迎えられて、とても嬉しく思います。

今回は、ドイツの有名な詩人ゲーテの言葉にある「人生は全て次の二つから成り立っ

ている。」という格言についてお話しします。このゲーテの言う「二つ」とは、『したい

けど、できない。』と『できるけど、したくない。』なのです。

例えば、ちょっと極端な例かもしれませんが、いきなり、「弁護士になれ」とか「医者

になれ」って言われたとします。おそらく「無理」って答える人がほとんどだと思いま

す。いくらなりたいと思っていたとしても、いきなりは無理です。これが、「したいけ

ど、できないこと」の一例です。では、これはどうでしょう？「大きな声であいさつし

なさい」とか「元気よく返事をしなさい」。これなら、誰でも今すぐできることだと思

います。でも実際は、「恥ずかしい」「面倒くさい」「カッコ悪い」といった感じで、や

らない人がいます。これが、「できるけど、したくないこと」の一例です。まず、「した

いけど、できないこと」。これは裏を返せば、「本当はできる可能性があっても、自らで

きないと諦めてしまっていること」ともとれます。次に、「できるけど、したくないこ

と」。こちらは裏を返せば、「本当はもっと素晴らしい結果が得られるのに、自らその機

会を逃している」ともとれます。つまり、「したい・したくない」を決めるのは、もち

ろん自分自身ですが、「できる・できない」を決めているのも、結局は周りではなく自

分自身なのです。

あいさつに限らず、「できるけど、したくないこと」って、皆さんの周りにも結構ある

と思います。例えば、床に小さなゴミが落ちていたとします。拾った方がいいか、放っ

ておいた方がいいか？答えは決まっていると思います。でも実際は、拾わない方を選ん

でいることがあるのではないでしょうか？

何事も「できる・できないじゃなく、やるか・やらないか」だと思います。

誰もができることを、誰もやらないくらい一所懸命に行う

ことが素晴らしいことだと私は思います。

今まで面倒臭がって「できるけど、しなかったこと」を

１つでもするようになれば、すごく良い学校・地域・家庭

になると思います。

一日一善ではないですが、大きな成果というのは、常に

小さな成果の積み重ねの結果だと思います。今年も、皆で

力を合わせて頑張っていきましょう。

あきつ・あいさつ・ありがとう
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１月の行事予定

７日（火） 始業式（下校11:30） ２１日（火）クリーン運動（6-2），

８日（水） 給食開始，校内席書大会 クラブ活動

９日（木） 身体測定 音楽集会（1,6年、吹奏楽部）

１０日（金）登校安全指導，避難訓練 ２２日（水）サンタイム，たけのこお話会（２年）

１２日（日）七草マラソン，習志野市席書会 ２４日（金）サンタイム

１３日（月）成人の日 ２７日（月）新清掃打合せ

１４日（火）クリーン運動（6-1)， たけのこお話会（３年）

委員会活動 ２８日（火）習教研（下校14:00）

あいさつ運動（～17日） 市内小中書初展（～2/3）

校内書初め展（～17日） ２９日（水）サンタイム

１５日（水）６年英語力判定テスト ３０日（木）習志野市学力調査（４年）

サンタイム 学力テスト（1,2,3,5,6年）

１６日（木）たけのこお話会（１年） ３１日（金）長縄大会

１７日（金）サンタイム， 第８回給食費振替日

地域の高齢者との交流会（２年）

校内席書大会、書き初めについて
１月８日（水）に全校で席署大会を行います。校内書初展は１月１４日

（火）～１７日（金）となります。どうそご覧になってください。

また、各学年代表児童の作品は、市内書初展１月２８日（火）～２月３日（月）

市庁舎にて展示されます。詳細は手紙が配布されますので、そちらをご覧ください。

給食費振替日について
１月３１日（金）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願いします。

２学期保護者参観日感想（抜粋）
【授業について】集中して授業に取り組んでいた。先生の話をしっかりと聞いてい

て安心した。以前と比較して成長を感じた。先生との関係がよいと感じた。

【学校の様子】校舎は古いが清掃が行き届いていた。黒板の周りがきれいで授業に

集中できる環境だった。教室内の子供たちの作品を見るのが楽しみ。廊下や階段の

掲示物がよい。エアコンの設置でよい教室環境となった。

【その他】子供たちの絵が上手だった。先生方や子供たちが挨拶をしてくれ素晴ら

しいことだと思った。ランドセルの中身が以前より軽くなった。以前より読書に

親しむようになった。

【要望等】上学年と下学年の懇談会の時間が重なっている。→懇談会の時間につい

ては、同日に懇談会を行う都合上ご協力いただければと思います。

早朝に校門が開いていることがあるのが気になる。→校門については地域の方も

校内を通行しますので、地域の方にも声掛けをします。

※たくさんの温かい感想をいただき、教職員一同大変励みになりました。３学期は、

一年のまとめの時期です。子供たちが充実した学校生活を過ごせるように精一杯

がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。

本校 PTA山口千夏さんが千葉県 PTA連絡協議会「我が家の家庭教育」においても優秀賞を受賞しました。



健康管理について
２学期末は、秋津小学校でもインフルエンザが流行しました。これから１年で最

も寒い時期になります。インフルエンザや感染性胃腸炎の流行が予想されますので、

手洗い・うがい・マスクの着用を学校で指導していきます。ご協力お願いします。

また、最近は爪が伸びている児童が目につきます。手足を清潔に保て

るよう、手と足の爪を切りの確認をお願いします。

１１月３０日（土）第七中学校で海辺のコン

サートが開催され、吹奏楽部が出場しました。

地域の方がたくさんお見えになっている中、日

頃の練習の成果を発揮することができました。

１２月９日（月）は「トンボお話会」を

行いました。読書タイムにそれぞれの学級

担任が、他の学級で読み聞かせをしました。

特に低学年は、他の学級担任とのかかわり

が少ないので、子供たち、また学級担任に

とってもふれあえるいい機会となりました。

１２月１０日（火）に、養護教諭宮川が４年生に保健の授業を行いました。体の

発達のことをについて真剣な表情で学んでいる姿が見られました。これから思春期

を迎えるにあたり、体がどのように成長していくのか学習しました。

１年１組藤島悠月さんの絵画「ライオンとおさんぽ」が、第６４回

こども県展において「千葉日報社長賞」を受賞しました。のびのびと

ライオンの表情が描かれた素敵な作品です。



１２月１０日（火）１，２年生と地

域の方との交流会がありました。地域

の方から遊びなどを教えていただき、

「やってよかった！」と子供たちの笑

顔でいっぱいでした。最後に地域の方

と給食を一緒に食べました。ご協力あ

りがとうございました。

正門ロータリーに素敵なライトアップがされまし

た。夜の学校がとても華やかな雰囲気に包まれてい

ました。

１２月

１１日（水）

ダンスクラブ

がたくさんの

子供たちに見

る中、発表会を行いました。全員で

息の合ったダンスを披露しました。

１２月１８日

（水）３年生が

チューリップの

球根を植えまし

た。春が待ち遠

しいです。

東京パラリンピック走り幅跳び出場内定

高田千秋さん，ガイド・コーチ大森盛一さん

１２月１９日（木）第七中学校で

１０００か所ミニ集会が開催されま

した。現役アスリートをゲストに大

変有意義な講演を聞くことができま

した。



学校だより 習志野市立秋津小学校

２月号

令和２年

２月 ３日

http ://www.nkc .c ity .narash ino .ch iba . jp/ak i tsu/

生きること・命の尊さ
校 長 鈴 木 俊 哉

新しい年を迎え新春の挨拶を交わしたのがつい先日のように思われますが、もうひと

月が過ぎてしまいました。しかも、２月４日は「立春」寒い冬から暖かな春へと季節は

移り変わっていきます。とは言っても春とは名ばかりで、２月は一年の中で一番寒い時

期です。今しばらく寒い日が続いていきますが、明るく暖かい温もりを感じる春は間も

なくやって来ます。

校庭の樹木の枝をよく見ると、これから伸ようとしている小さな芽が出ていたり、ご

げちゃ色した桜の芽など、春の息吹をうかがわせています。これらは、春の訪れに向け

て、秋の落葉からこの寒い時期に少しずつ新しい命を育んできた証なのです。このよう

な時期に、毎年頭に浮かんでくる話があります。それは、「葉っぱのフレディ」という

話です。この話をご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、「生」や「死」につい

て扱っている話です。ちょっと文字の多い絵本ですが、とてもわかりやすい内容でシン

プルなストーリーです。

春に生まれた葉っぱのフレディは、友達のダニエルとの会話を通して様々なことを教

わっていきます。やがて、秋が来て葉っぱが落ちていく頃、フレディは友達のダニエル

から、死ぬとはどういうことなのかを教わります。その時、ダニエルは「いつかは死ぬ

けど、いのちは永遠に生きているんだよ」とフレディに話します。そして、みんなが散

って最後の一葉となったフレディも、間もなく地面に落ちて眠りについていくのです。

自分の人生を「考える」きっかけになる本だと思います。是非、時間を見つけて親子で

読んでみてはいかがでしょうか。

私は、年末のNHK紅白歌合戦で竹内まりやさん

が歌った「いのちの歌」を聴いてとても感動しま

した。「生まれてきたこと」「育ててもらったこと」

「出会ったこと」「笑ったこと」そのすべてにあ

りがとう、この命にありがとう。とても素晴らし

い歌詞ですね。

新たな命が芽吹いてくるこの時期に、命の尊さ

について、子供たちと一緒に考えてみてはいかが

でしょうか。
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２月の行事予定

２日（日） 市民駅伝大会 １７日（月）校納金引落日

４日（火） ４年クリーン運動 １８日（火）３年クリーン運動

６年生活習慣予防教室 クラブ活動（最終）

５日（水） サンタイム，６年校外学習 １９日（水）サンタイム

６日（木） ５年たけのこお話会 ６年たけのこお話会

６年七中見学会 ２０日（木）授業参観・学級懇談会

７日（金） 全校朝会，サンタイム グリーン運動、パートナー会議

４年たけのこお話会 ２１日（金）サンタイム

スクールカウンセラー勤務日 スクールカウンセラー勤務日

９日（日） 女子サッカー大会 ２３日（日）天皇誕生日

１０日（月）教育相談週間（～ 21日） ２４日（月）振替休日

登校安全指導 ２５日（火）２年クリーン運動

１１日（火）建国記念の日 委員会活動（最終）

１２日（水）なかよし活動，ロング昼休み ２６日（水）サンタイム（行進大会）

１３日（木）４，５年セカンドスクール ２７日（木）学校運営協議会

（～ 14日），２年たけのこお話会 ２８日（金）６年生を送る会

１４日（金）サンタイム トンボランチタイム

１５日（土）トンボコンサート（吹奏楽部） ロング昼休み

１６日（日）女子サッカー大会予備日 ３/２（月） 第９回給食費振替日

校納金
２月１７日（月）は校納金引落日となっております。前日までの入金をお願いし

ます。金額につきましては学年だよりでご確認ください。なお、会計報告につきま

しては、業者への支払いがすべて終了したあととなっております。今年度最終とな

りますのでどうぞよろしくお願いします。

給食費振替日について
３月２日（月）は給食費の振替日です。前日までに入金の確認をお願いします。

保護者参観，学級懇談会について
２月２０日（木）は授業参観・学級懇談会を行います。今年度最終になりますの

で、子供たちの成長をご覧ください。詳細につきましては、１月２２日(水)に配布

した手紙をご覧ください。

６年生を送る会について
２月２８日（金）に６年生を送る会を行います。詳細は学年だよりをご覧くださ

い。自転車は所定の場所に駐輪してください。なお、車での来校はご遠慮ください。

健康管理について
２学期末は、秋津小学校でもインフルエンザが流行しました。これから１年で最

も寒く、まだまだインフルエンザの流行の時期が続きます。手洗い・うがい・マス

クの着用のご協力をお願いします。

交通事故に注意
学校での交通安全について日頃より子供たちに指導しておりますが、

自転車交通安全、乗車用ヘルメットの着用等子供たちの交通事故防止

に向けてご家庭でもお話していただければと思います。



１月８日（水）３年生～６年生が体育館で毛

筆、１，２年生は教室でフェルトペンで作品に

取り組みました。静かに集中して書く姿はとて

も立派でした。ゆっくりと丁寧に書くことを続

けるときれいな文字を書くことができます。

校内で選ばれた作品は、習志野市庁舎にて「小

中書初展覧会」にて展示されました。

1-1 山口史華さん
2-1 青柳瑠唯さん
3-1 袖山未彩さん
4-1 奥村美咲さん
5-1 髙村有沙さん
6-1 望月美夏さん

1-2 君島千尋さん
2-2 小濵杏李さん

4-2 小林春乃さん
5-2 佐川詩紀さん
6-2 丸野有彩さん

市小中書初展覧会代表

１月１０日（金）東京湾を震源とする地震で、１０ｍの大

津波が来襲する想定で行いました。少しで

も高い所へということで、４階のオープン

スペースに避難しました。子供たちの態度

は素晴らしく、真剣な表情で訓練ができま

した。災害はいつ起こるかわかりません。

ぜひ、ご家庭でも様々な災害を想定したお

話をしていただければと思います。

１月２１日（火）

吹奏楽部、１年生、６年生の発表でした。

１年生は合奏及び手話つきの合唱をし、一年

間の成長を披露しました。６年生の合奏では

最後の音楽集会として、様々な楽器の美しい

ハーモニーを披露してくれました。

１月３１日（金）

声を出し合いリズムよく跳ぶことができま

した。練習では大変なこともあったと思いま

す。大会を終えて子供たちはそれぞれに達成

感を味わったのではないでしょうか。

１年生が「先生のお仕事を調べよう」に取り組んでいま

す。インタビューをしながらメモをしている姿を見て、１

年間の成長を感じました。２月の授業参観で発表予定です。



1/22は健康委員会が考えた献立、1/24～30は全国学校給食週

間で、リクエストや郷土料理などの献立でした。秋津小の自慢の

一つであるおいしい給食を紹介します。

２２日（水）

6-1健康委員会献立

給食室で手作りしたふかふか

で具だくさんのカレーパンで

した。子供たちだけでなく、

大人にも大人気でした。

２４日（金）

給食始まりのころ給食

山形県の郷土料理や特産物で

す。子供たちはセルフおにぎ

りにお喜びでした。具だくさ

んの芋の子汁でした。

２７日（月）

東京都の郷土料理

深川めしのあさりは昔東京湾

でたくさん獲れました。また

関東炊きはおでんのことです。

寒い日のおでんは最高です。

２８日（火）

宮崎県の郷土料理

「がね」とは、宮崎の方言で

「かに」のことです。かき揚

げの形が「かに」に似てます

ね。味付きかき揚げでした。

２９日（水）

リクエスト献立

子供たちへのアンケートの上位

のメニューです。大人気のセル

フハンバーガーにポテト、サイ

ダーポンチでした。

３０日（木）

千産千消献立

千葉県産の豚肉を使ったハニ

ーマスタードポークはとても

柔らかくおいしかったです。

千葉県産のごちそうでした。

１７日（金）２年生が

一年間お世話になった地

域の方との最後の交流会

でした。一年間でたくさ

ん教えていただきました。

ありがとうございました。

６年生は最後のクリー

ン運動でした。さすが６

年生です。たくさんのご

みを片付けてくれまし

た。お世話になった方に

ご挨拶をしました。



学校だより 習志野市立秋津小学校
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今こそ、思いやりを
校 長 鈴 木 俊 哉

あなただったらどうしますか？左手は縛られており使うことができません。 食事の時

間になり、おいしそうなシチューと一緒に出されたスプーンは身長くらい長いものでし

た。ある人たちは、我先に食べ物を自分の口にいれようとしましたが、スプーンが長く

て、なかなか食べることができません。皆、空腹で気が立っており、少しでも食べ物が

口に入りそうな人を見ると邪魔をするので食べることができず、お互い憎しみあって激

しい争いばかりしていました。しかし一人の思いやる心をもった人が長いスプーンでシ

チューをすくって優しく前に座っている人の口に運んであげました。相手も同様に、他

の人の口へ食べ物を運び、少しずつ思いやりの和が広がり、しばらくするとみんな腹一

杯になり、穏やかな気持ちになったのです。思いやりの心は、自然にお互いを助け合い、

感謝の気持ちをもって生活することにつながります。現実の社会でも目には見えません

がみんなが長いスプーンをもっています。スプーンの向かう先は「思いを（向ける、届

ける）」方向を示しています。「思いやり」とは自分の思いを人にあげることです。お互

いに思いを分け与えれば皆が豊かになれるのです。

今、新型コロナウイルスの感染が日本や世界各国で問題になっています。先日、中国

から帰国した日本人を一時的に千葉県勝浦市のホテルが引き受けてくれました。当初、

勝浦市民の方々は心配な気持ちだったと思います。しかし、ホテルの中にいる人達の気

持ちを考え「思いやり」の気持ちを込めて励ましの行動をとっていました。私はなんて

素敵な人達、地域なんだろうと感動しました。

秋津小学校の皆さんもこれからどんな世界に

なるかまだわかりません。少しでも思いやりを

持てるように、みんなが進んで長いスプーンを

周りに向けあって欲しいと思います。

笑顔で、明るい地域を作るために。



給食費振替日について

令和２年度（予定） ３月３１日（火）は給食費の

４月６日（月） 始業式（下校 11:40） 最終振替日です。入金の確認を

４月９日（木） 入学式 お願いします。

４月１３日（月） 学級懇談会 転出の予定について

４月１７日（金） PTA総会 転出等の予定がありましたら

学校にに連絡をお願いします。

自宅待機中について

○学校からの緊急の連絡は、連絡メールにてお知らせをします。

○自宅待機中に事故や入院、体調不良（高熱や肺炎等）の緊急時には、学校まで

ご連絡ください。

※秋津小学校 ０４７－４５１－８１１１

土、日、祝日の緊急時は、学校携帯まで連絡をください。

※学校携帯 ０９０－８７４５－３１４４

２月２日（日）

２月９日（日）

第七中学校で２月２日（日）に開催された市

民駅伝に、秋津小から５，６年男子１チーム、

６年女子１チームが参加しました。女子は第2

位で、大道寺こころさんは区間賞をもらう大健

闘でした。

秋津カッターフィールドにて女子サッカー大

会が開催されました。秋津小からは６年女子１

チームが参加し、ブロック優勝しました。たく

さんの子供たちが応援に駆けつけてくれました。

２月１３日（木）、１４日（金）

４，５年生合同で鹿野山セカンドスクールに行ってきました。お天気

が心配でしたが、活動時間には晴天に恵まれすべて予定通りの活動がで

きました。４，５年生一緒のグループで食事をしたりオリエンテーリングに行った

りしました。４年生は初めてのセカンドスクールでしたが、５年生が教えてあげる

姿がたくさん見られ、充実した２日間となりました。



６年生が保健の学習と

してゲストティーチャー

から薬物の怖

さについて学

びました。

３年生が熱心にクラ

ブを見学していました。

どのクラブもみんなで

楽しく活動している姿

を見学できました。

２月１５日（土）

吹奏楽部６年生は最後

の演奏会となりました。

今まで心に響く演奏を

ありがとう。

秋津小の子供たちは

おそうじ上手です。挨

拶で始まり、挨拶で終

わる。上学年がよい手

本となっています。

４年生が規則正しい生

活について友達と考えな

がら学びました。

図書室の蔵

書点検に、た

くさんの方の

ご協力をいた

だきありがと

うございました。

子供たちにたくさん関わってくださりありが

とうございました。子供たちはたくさんの方に

温かく見守られ、心豊かに成長しています。

授業参観に来ていた

だき、ありがとうござ

いました。

今年度より、３学期の授業参観は生活

科、総合的な学習の発表会となりました。

この日に向けて、子供たちは計画を立て、

インタビューをしたり写真を撮ったり、

友達と相談しながら準備をしてきました。

この日のために、子供

たちは一生懸命に練習を

してきました。どの学年

も工夫を凝らした素晴ら

しい発表で、６年生も素

敵な笑顔で送る会に参加

しました。

たけのこお話

会のみなさん



秋津小学校パートナー会議委員公募のお知らせ
秋津小学校は、コミュニティスクールの指定を受け、「学校運営協議会」を設置して学

校運営を行っています。その中で、校長のリーダーシップが十分に発揮できるよう「パ

ートナー会議」を組織し、下のような内容で学校運営を支援していただいています。

目 的（役割）

（１）学校・保護者・地域住民がよきパートナーとして協力し合い、学校運営の推進に

「地域のかぜがいきかう」システム（教育活動推進システム）の充実・活性化を図

る。

（２）学社連携による教育活動や学校評価に参画し、よりよい学校運営の推進に寄与する。

（３）生涯学習及び安全で安心なコミュニティの充実・活性化を図る。

会 議

・原則として８・１・３月を除く毎月第３木曜日の午後５時から午後６時３０分まで

行う。（年９回開催）

活 動（支援内容）

【協議・提言】

・校長が提示した教育目標や教育方針に基づいて、学社連携による教育課程編成への

参画や教育活動を開発・推進する。

【支援・協働】

・保護者や地域住民がそれぞれの教育力を発揮しながら学校と地域共同事業の研究推

進を行い、協働して子どもたちの成長を支援する。

ア 学校の教育課程に基づき、連携による教育活動を推進する。

イ 教育活動推進に必要な地域の人材について推薦する。

【評価・報告】

・学校教育目標や教育計画に基づいた教育活動（実践）の実施状況（内容や方法・成

果・課題等）を評価し、成果や課題を明らかにして学校改善に生かす。

ア 評価項目・観点・規準・方法等を検討する。

イ 学校評価の報告書を作成し、保護者及び地域住民に報告する。

ウ 次年度の経営計画を作成する際の資料として役立てる。 （中略）

委 員

（１）委員は次の者をもって構成する。（中略） ⑨ 公募による委員･･･････４名以内

（２）委員の選出

①公募による委員の募集は、委員長が学校・保護者・地域住民に公募の案内を行い

募集する。公募による委員は、応募した者の中から校長がこれを面接して推薦を

する。

来年度も「パートナー会議運営要綱」に基づき委員の公募を行います。ご参加いただけ

る方は学校までご連絡ください。応募申込書をお渡しいたします。


