
 

   

 

 

      

 

苦労の末の「ＯＮＥ ＴＥＡＭ（ワンチーム）」 

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。 

「ＯＮＥ ＴＥＡＭ（ワンチーム）」これは 

１２月に発表された昨年の流行語大賞を受賞 

した言葉です。史上初のＷ杯８強入りを果た 

したラグビー日本代表チームのスローガンで 

す。日本国中に大きな感動を与えたラグビー日本代表チームの受賞に納得された方も多かったのでは

ないでしょうか。大会後の記者会見で、ヘッドコーチは「この３年間、本当に信じられないほどのハ

ードワークを続けてきた。そして今年は今まで以上努力を重ね、いい状態で入って、我々が目指して

いたトップ８を成し遂げた」と語っています。 

 本校では昨年度から２年間にわたって東京都教育委員会から「プログラミング教育推進校」の指定

を受け、研究を進めてまいりました。１１月２９日には、国立市立小学校のすべての先生方をお招き

し、研究発表会を開催いたしました。この２年間、新たな取組に悩むことも多くありました。しか

し、苦労をすることで得たものがたくさんありました。その結果、国立第四小学校が「ＯＮＥ ＴＥ

ＡＭ（ワンチーム）」になり、大切にしている「同僚性」がますます高まったと自負しております。 

 令和という新しい時代が始まって初めての新年を迎えました。「現状維持は後退である」ととら

え、教職員一同常によりよい学校を目指して職務にあたってまいります。今年も引き続き本校の教育

活動にご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

四小だより １月号 
令和２年１月８日（水） 

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 チャレンジいっぱい 国立第四小学校」 

 

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 

①３学期の教材費入金のお願い     合計：１９１０円 

国語テスト ２８０円 算数テスト ２８０円 遠足交通費（ＪＲ代） １００円 

凧 ２６０円 算数ドリル ３４０円 計算カード ２９０円 

音楽ファイル １７０円 冬休み宿題 １９０円 

②凧揚げについて 

 １月１８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年 

①３学期の教材費入金のお願い     合計：２０４０円 

冬のドリル ２２０円 漢字のたしかめ ５０円 国語ワークテスト ２８０円 

漢字ドリル ３４０円 多摩動物公園 交通費 ３１０円 算数ワークテスト ２８０円 

漢字ドリルノート １７０円 まんてんけいさんスキル ３４０円 計算の力だめし ５０円 

②おなか元気教室について 

１月１８日（土）の４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。健康のために、正しい

食習慣・生活習慣を身に付けてもらうことを目的としております。保護者の皆様もぜひご参観ください。詳細は

学校公開のお知らせをご覧ください。 

        

 
３年 

①３学期の教材費入金のお願い     合計：２５２０円 

国語ワークテスト ２９０円 理科ワークテスト ２９０円 漢字ドリルノート １２０円 

算数ワークテスト ２９０円 漢字ドリル ３６０円 計算スキルとノート ５１０円 

理科教材費(実験キット) ４００円 校外学習交通費 ２６０円 

②クラブ見学について 

１月２２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１５：１０前後になることをご了承ください。 

③電池について 

 理科の実験で単１電池が必要です。アルカリ電池は電力が強すぎるため、お手数ですがマンガン電池を持たせ 

てください。１月１４日（火）から使用します。 

 

４年 

①３学期の教材費入金のお願い     合計：１６８０円 

国語テスト ２８０円 理科テスト ２８０円 漢字スキルノート １２０円 

算数テスト ２８０円 漢字スキル ３６０円 計算スキル ３６０円 

②二分の一成人式について 

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１枚、「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２４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、主任養護教諭の北元と連携を図りながら進めてまいります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【共通のお知らせ】 

〔教材費について〕 

教材費は令和２年１月２７日（月）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。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。 

 

〔     講師 産休のお知らせ〕 

 時間講師として 4年 1組と 5年 1組の国語の授業（一部）を担当し、「家庭と子どもの支援員」としても子供たち

のサポートを行っておりました    教諭が、２学期末より産休に入りました。講師が担当していた授業は大瀧教

諭が引き継ぎます。よろしくお願いします。復帰についてはおおよそ 1年後を予定しています。 

 

 

 

６年 

① 集金について   
卒業アルバム、卒業写真の集金が完了致しました。早めに準備していただくなど、皆様に協力していただき、

ありがとうございました。 
３学期の集金につきましては、１２月２０日（金）に実施した校外学習の費用が分かり次第、学級通信にてお

知らせいたします。 

② 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を通して、多くのことを学ぶ機会にします。 

③  原爆・戦争体験者講話について 

１月１４日（火）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

ていただき、戦争や平和について話し合ってみてください。 

 

５年 

① ３学期の教材費入金のお願い     合計：３２０７円    

国語テスト ３４０円 漢字スキル・ノート ４８０円 調理実習費(2学期) １７３円 

算数テスト ３４０円 計算スキル ３６０円 げんき冬ドリル １９０円 

社会テスト ２８０円 漢字学習ノート １９０円   

理科テスト ２８０円 校外学習バス代 ３２９４円   

    合計 ※₁ ５９２７円 

※₁ 5927円－2330円－390円（野外体験残金と１学期ノート余剰金）＝3207円 
※   調理実習、校外学習の欠席や野外体験教室の不参加等で金額に変更がある場合は、引き落とし前に

書面にてご連絡させていただきます。 

② おなか元気教室 

１月１８日（土）の１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るそうで

す。健康のために、正しい食習慣・生活習慣を身に付けてもらうことを目的としております。保護者の皆様もぜ

ひご参観ください。  ※場所等詳細については、後日配布するプリントをご参照ください。 

③ 未来の地球と私たちのくらし 

同じく１月１８日（土）の３校時に、気象キャスターネットワーク事務局の方々による出前授業を行います。

テーマは、地球温暖化の最新情報「未来の地球と私たちのくらし」です。今話題になっている地球温暖化につい

ての内容です。ご興味がございましたら、ぜひご参観ください。 

  

 

 



 

 

〔学校開門時刻の変更について〕 

 かねてよりお知らせしておりますように、本日より昇降口（玄関）の扉を開ける時刻を 8時とさせていただきます。

理由としては教員の勤務開始時刻は 8 時 15 分であり、8 時前に半数以上の教員は出勤してはおりますが、不測の事態が起

きたときの安全対策が徹底できない為です。開門時刻の変更に伴っての登校班集合時刻変更に際しては、ご協力ありがとう

ございました。今週は 7 時 50 分頃から教員が入り口に立ち、見守りを行います。扉が開いたとたんに慌てて中に入らない

よう指導致します。ご家庭でもお声かけいただければ幸いです。よろしくお願い致します。 

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

  １１月２２日（金）～１２月６日（金）の２週間、全校で長なわに取り組みまし

た。中休みにも、全校で長なわに取り組む時間を設けたり、体育の授業にも練習した

り、どのクラスも頑張ってきました。大会当日は、記録を伸ばそうと、肩を組み、円

陣を作っているクラスもあり、みんな気合いが入っていました。跳び始めると、リズ

ムよく跳んで記録を伸ばし、どのクラスも練習の成果を発揮することができました。

長なわの取り組みを通し、チャレンジする力も培われたと感じます。２学期の終業 

式では表彰式を行い、各クラスに記録証を授与しました。 

〔生活指導関連〕                               生活指導主幹   

来年度に向けた校内の環境整備を行います。これに関連して、校内で保管しているお子様の忘れ物について、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、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年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

校外学習

原爆講話

おなか元気教室 おなか元気教室 盲導犬学習
おなか元気教室

出前授業
出前授業

クラブ見学

8日 水

9日 木

10日 金

13日 月

14日 火

15日 水

16日 木

17日 金

18日 土

20日 月

22日 水

21日

避難訓練

成人の日

全学年５時間授業（見守り活動のプリントから変更します）　あいさつ運動始
発育測定

委員会活動

始業式　B時程　午前授業

給食開始　安全指導
発育測定

発育測定
集会

23日

29日

30日

火

27日 月

24日 金

木

28日 火

集会

読書週間始

全校朝会

学校公開日　書き初め展始　二中吹奏楽部演奏会

振替休業日

クラブ活動

オリパラ講話（Jリーグ審判　西村氏）

書き初め展　読書週間終

クラブ活動(後期最終）

集会
31日 金

木

水


