
 

 

 

 

      

 

「同僚性」高く 

校長 市川 晃司 

新年、明けましておめでとうございます。 

本年も、大切な子供たちを家庭・地域・学 

校が一体となって育てていくことをお願い 

申し上げます。 

さて、私は、教職員に向けて「同僚性」と 

いう言葉を日常的に使います。そして、同僚 

性を「目標に向かって互いに支え合い、高め 

合うこと」と定義しています。目標とは、学 

校教育目標、そして合言葉です。今年度の学校経営方針には、「同僚性」に関連して、期待する教師

像を以下のように示しています。 

 

 

 

 

 

  

子供たちは、我々教職員のことをよく見ています。目標に向かって一致団結して課題解決にあた

っているか、まさに我々教職員が手本にならなくてはなりません。そのことが「夢いっぱい 感動い

っぱい」の学校づくりにつながるとともに、子供たちの未来に重大な影響を与えることの責任感をあ

らためて強く自覚し、平成最後の年をスタートいたします。 

四小だより １月号 
平成３１年１月８日（火） 

国立市立国立第四小学校 

校長 市 川 晃 司

     合言葉「夢いっぱい 感動いっぱい 国立第四小学校」 

 

④ 「チーム四小」の一員として助け合い協働できる教師（同僚性）     ※一部抜粋 

ア 同僚を、自分を高めてくれる一員であると考え、敬意と感謝の気持ちをもちつつ、互いに 

高め合いながら前向きに職務に当たることのできる教師 

イ 自分が気持ちよく働けているか、同僚が気持ちよく働けているか、組織全体がよりよい方 

向へ向かっているかを常に考え、広い視野から自分の行動を決めることのできる教師 

 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。（教職員一同） 

※ 校内事情等で不在の教職員がおります。 



 

【各学年からのお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 

① 凧揚げについて 

  １月１９日（土）の学校公開日、生活科の授業の一環として『凧揚げ』を行います。その時に、ぜひ保護者の

皆様と一緒に楽しみたいと思いますので、たくさんのご参加をお待ちしております。なお、今回使用する凧は、

学校で一括購入させていただきますので、ご承知おきください。 

② 集金について                                 合計 ２２９０円 

国語テスト ２８０円 算数テスト ２８０円 

凧 ２５０円 算数ドリル ３４０円 

音楽ファイル ２２０円 夏休み宿題 ４００円 

冬休み宿題 ２２０円 ホイップ粘土 ３００円 

 

 ２年＜集金のお知らせ＞                             合計 １４３０円 

漢字ドリル３４０円 計算スキル３４０円 国語テスト２８０円 算数テスト２８０円 冬ドリル１９０円                      
 

３年 

① ３学期教材費入金のお願い                           合計 ３３５０円 

国語ワークテスト 280円 漢字のたしかめテスト 50円 

算数ワークテスト 270円 図工教材費 350円 

理科教材費(テスト・実験キット・乾電

池) 
750円 校外学習交通費 240円 

夏休み・冬休みドリル 500円 文具(ノート・フラットファイル) 230円 

計算スキル 350円 漢字ドリル 330円 

② クラブ見学について 

１月３０日（水）６時間目にクラブ見学があります。各クラブをまわり、次年度のクラブを決める参考とする

ためのものです。実施にあたり、下校時刻が１５：２０前後になることをご了承ください。 

 

 ４年 

① ３学期教材費入金のお願い                        合計 ２１６０円 

国語テスト 280円 漢字スキル 360円 冬スキル 300円 

算数テスト 280円 漢字スキルノート 120円 図工教材 ボンド 180円 

理科テスト 280円 計算スキル 360円   

② 時間割について 

２月の学校公開日に、二分の一成人式を開催いたします。子供たちの成長をスライドにして上映する関係で、

幼い頃（誕生～就学前まで）の写真を、「お名前を書いた封筒」に「裏に記名（もしくは付箋紙を付けて）した

状態」で入れていただき、１月２５日（金）までに提出してください。ご多用のところ申し訳ありませんが、ご

協力よろしくお願いいたします。（使用後は、封筒に入れて返却いたします。） 

③ 保健の学習 

「育ちゆく体とわたし」という単元で、３学期の体育の授業で保健の学習を行います。大人に近づく子供た

ちの変化に着目して、思春期の体や心の特徴等を学びます。また、成長に必要な生活習慣についても学習しま

すので、ご家庭でも保護者の皆様の体験談等を交えて、話題にしていただけると幸いです。ご協力よろしくお

願いいたします。なお、この授業は、主任養護教諭の新山と連携を図りながら進めてまいります。 

（１月の生活目標）元気よく返事をしよう。 

 



 

５年     引き落とし額 2315円（※ 4084円－1769円（野外体験残金：別紙参照）＝2315円 

① ３学期教材費    

国語テスト 280円 
漢字くりかえしドリ

ル 
340円 

計算ドリルノート 170円 

算数テスト 280円 漢字ドリルノート 170円 げんき冬ドリル 190円 

社会テスト 280円 漢字マスター 50円 校外学習バス代 1600円 

理科テスト 280円 
計算くりかえしドリ

ル 
340円 

サイエンスドーム入

館料 

80円 

    調理実習材料費（2学期） 24円 

    合計 ※4084円 

② おなか元気教室 学校公開日である、１月１９日（金）の３校時に、東京ヤクルト販売による「おなか元気

教室」を行います。元気教室とは、年間を通して児童を主な対象に、「早ね、早おき、朝ごはん、朝ウンチ」

をテーマに、いいウンチを出すための生活習慣について分かりやすく伝える出前授業です。ウンチの状態か

ら、食べ物の栄養を吸収する腸の大切さ、腸に住み着く乳酸菌の働きを解説し、いいウンチを出すための生活

習慣について分かりやすく教えてくださいます。健康のために、正しい食習慣・生活習慣を身につけることを

目指しているので、保護者の皆様もどうぞご参観ください。  

③ 東立川幼稚園との交流会 ３学期の総合的な学習の時間では、幼稚園児（東立川幼稚園）との交流を行いま

す。年下の人への接し方を学び、温かい気持ちを育みます。１月２８日（月）は５年１組が、３１日（木）は

５年２組がクラス単位で幼稚園に行き、交流します。当日は、外靴を入れるビニール袋が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 教材費は平成３１年１月２９日（火）に引き落とします。残高が不足している

と、引き落としができません。（後日、手集金になります。）あらかじめ口座の残高確認をお願いい

たします。なお、１家庭につき１０円の手数料がかかります。ご承知おきください。 

６年 

① 集金について                                  合計 ４４７５円  
ワークテスト（国、算、社、理）２８０×４ １１２０円 漢字ドリル          ３３０円 
計算ドリル                 ３３０円 冬休みのドリル        ２５０円 
校外学習費（バス代＋科学館入場料）    ２３７５円 調理実習費           ７０円 
 

② 卒業アルバムの集金について 

１月１９日（土）に集金します。２０４５０円と高額ですので、冬休み明けにお配りする専用の集金袋に

入れて、学校にご持参ください。（この日の午後に支払いますので、忘れないようお願いいたします。） 

１９日に保護者の方がどうしても来られない場合は、１８日までに、必ず保護者の方が学校までお持ちく

ださいますようお願いいたします。 

③ 四小タイム「高齢者の方々との交流」について 

北センターを利用されている高齢者の方々との交流の学習を予定しています。各クラスでグループに分か

れて順次体験に行きます。高齢者の方との交流の中で多くのことを学んできてほしいと思います。 

④  原爆・戦争体験者講話について 

１月に国立市の派遣事業として「原爆・戦争体験者講話」があります。原爆・戦争の悲惨さや平和の尊さに

向き合い、次世代に継承していくことを目的としています。ぜひ、ご家庭でも改めて講話の内容を聞いて戦

争や平和について話し合ってみてください。 

⑤  ユニセフ募金・あいさつ運動について 

    １月１５日（火）～１月１９日（土）にかけて、ユニセフ募金・あいさつ運動があります。奉仕の心を養

うことを目的としております。ご協力よろしくお願いいたします。 

 



 

      【共通のお知らせ】 

〔長なわ旬間・長なわ大会〕                                保健体育部 長なわ担当 小山 翔 

  １１月３０日（金）～１２月１４日（金）、全校で長縄に取り組みました。子供    

たちは中休みや体育の時間に、縄に入るタイミングを伝えあったり励まし合ったりし  

ながら、一生懸命取り組んできました。大会当日は、開始の合図とともにあっという 

間に回数が増えていき、練習の成果を発揮することができました。また、結果発表の 

後にはクラス間でエール交換をして、互いに健闘を称え合うことができました。長な  

わの取組を通して培った団結力を、今後の学校生活にも活かしてくれることを期待し 

ています。２学期の終業式で表彰式を行い、各クラスに記録証を授与しました。 

〔オリンピック講演会・スポーツ交流 ～佐藤 理恵さん～〕  体育主任 瀬戸口 佳恵 

12月 13日（木）は、2008年北京オリンピックで金メダルを獲得した女子ソフトボールの佐藤

理恵さんをお招きして、講演会とスポーツ交流会が行われました。世界の舞台で勝負をするため

に、挨拶・返事・食事などの基本を大切にすること、仲間・チームワークを大事にすること、ラ

イバルチームを尊敬することなど心に残る話をいただきました。目の前で見るキャッチボール、

ソフトボールならではの下投げは迫力がありました。今回の交流をきっかけに、スポーツへの関

心を高め、夢に向かって努力しようとする子供たちが増えてくれることを願っています。 

〔生活指導関連〕                 生活指導主幹 副島 啓介  生活指導部 能地 浩 

１月に入りましたので、校内の環境整備など、来年に向けた活動を職員で行います。これに関連して、校内で保

管しているお子様の忘れ物がたまっているため、学校公開や個人面談の際に、お知らせした通り、１月の学校公開

日までに持ち主が分からないものについては、学校側で処分させていただきます。もし学校で紛失したものがあれ

ば、お早めにご来校いただき、１Ｆ理科室横の忘れ物置き場で確認をお願いします。 

  また、四小のきまり『虎の巻』にも書かれていますが、学習に必要がないものは持ってこないきまりになってい

ます。この冬休みにもう一度『虎の巻』をご覧になり、学習に集中できる学校生活を送れるよう、各ご家庭で声か

けをしてください。また、きまりを守ることは、トラブル防止にもつながります。よろしくお願いいたします。 

 

         【１月の予定】 

 

※１月１５日（火）から１９日（土）まで、挨拶運動・ユニセフ募金活動を行います。ご承知おきください。 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

コオーディネーショ ン授業 コオーディネーショ ン授業 コオーディネーショ ン授業

コオーディネーショ ン授業 コオーディネーショ ン授業 委員会活動
委員会活動

コオーディネーショ ン授業

おなか元気教室 おなか元気教室 租税教室
21日 月
23日 水

東立川幼稚園訪問(１組)

29日 火
30日 水 クラブ見学
31日 木 盲導犬学習 東立川幼稚園訪問(２組)

8日 火

9日 水

10日 木

11日 金

14日 月

15日 火

16日 水

17日 木

19日 土

始業式　B時程　午前授業
給食開始

発育測定

発育測定

発育測定

安全指導

集会

全校朝会

28日 月

クラブ活動
教材費引き落とし日

成人の日

避難訓練

B時程　午前授業
学校公開日　書き初め展始　二中吹奏楽部演奏会

読書週間始
クラブ活動

わくわくタイム


