
令和３年２月２６日（金）たけだより如月⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン６年生を送る会 

 １年生は「３６５日の紙飛行機」の曲にのせて 

ハートのメダルの作り方を紹介しました。 
２年生は６年生の似顔絵をもちながら 

感謝のメッセージを発表しました。 

３年生は桜吹雪を作る様子を紹介し

ました。６年生からもらった江東区

パンフレットのお礼も述べました。 

６年生は、委員会、クラブ、縦割り班の活動や今年度の思い出、

そして学芸会の時に歌った「愛をありがとう」を聴かせてくれ

ました。６年生の皆さん、今までありがとうございました 

４年生は、６年生の委員会

の委員長さんにインタビ

ューをしました。 

５年生は、６年生を引き継いで、更に三大小をよい学

校にするために、挨拶、登下校等における現状と解決

方法を寸劇を通して発表しました。 



令和３年２月２６日（金）たけだより如月⑱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン６年生を送る会 

今年も代表委員が会の司会・進

行を務めました。 
縦割り班活動の引き継ぎセレモニー 

１年生からハートのメダル

がプレゼントされました。 

２年生は、６

年生の似顔

絵です。６年

生の写真を

見ながら心

をこめて描

きました。 

５年生は、縦割り班メンバーからの贈る言葉を

まとめてくれました。 

４年生は、一人一人が折り紙を切って、

色とりどりの花を作りました。６年生の

未来を象徴するような煌びやか作品に仕

上げました。 

３年生の作品は桜吹雪です。花び

ら５枚折るのがとても大変だった

ようです。体育館のギャラリーに

飾られています。 



令和３年２月２５日（木）たけだより如月⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の料理 

「ポルトガル」 

【パスディス・デ・バカリャウ】 

ジャガイモとタラが入ったラグビ

ーボール型のコロッケです。 

【ソバ・デ・ペトラ】 

石のスープという意味でポルトガル

の物語に出てくるスープです。 

２月２６日（金）～２月２８日（日）の３日間、三大小のこ

ども達の様子を動画で視聴できます。詳細は、２月２５日

（木）１８：２３のメールをご覧ください。 

オンライン学校公開 

【２年 図工 カッターナイ

フタワー】先週、カッターの

使い方を練習していた２年

生。今日、教室をのぞいたら、

こども達の机の上にかっこい

い作品がのっていました。こ

れが、カッターナイフタワー

なんですね！ 

早いもので６年生はあと

１８日で卒業です。今年

度、６年生は毎日、校旗

をあげてくれました。学

校のためにてきぱきと仕

事をしてくれる頼もしい

６年生です。 



令和３年２月２４日（水）たけだより如月⑯ 
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みぞれ汁 

ヨーグルトイチゴジャム添え

冬野菜のカレー 

ひよこ豆入りゆで野菜 ひじきと油揚げのおこわ

を 

鯖の味噌煮 ほうれんそうのおかか和え 冬野菜のカレー 

本日 昨日 

【３年 国語 もちもちの木】初

めて読んだ感想をまとめ掲示して

います。これから読み深めていき

ます。 

【３年 図工 切って切って木の世界】こ

ども達が夢中になってのこぎりを使って

いました。切った木からイメージをふくら

ませて思い思いの作品を作っています。 

【１年 学級活動 ６年生へのプ

レゼント】折り紙でハートのメダル

を作りました。何回も何回も練習

し、本番では全員折ることができま

した。 



令和３年２月２２日（月）たけだより如月⑮ 

 

 

 

 

インドネシアに「地上の楽園」といわれる島、バリ島があります。「地上の楽園」といわれる

だけあって、このようにきれいな海や砂浜があります。世界中から多くの人が観光に訪れます。

ところがバリ島で大きな問題が起こっています。それはプラスチックごみです。きれいな海に

大量のゴミが浮かんでいます。海の中だけではありません。バリ島では砂浜から真っ赤な夕日

が沈む光景をみるために多くの人が集まりますが、プラスチックゴミが浜辺にうちあげられて

います。でももっと大変なことがあります。それは生き物です。ウミガメはクラゲを食べます

が、海の中に漂うレジ袋がクラゲにそっくり。それを食べてしまうんだそうです。この写真は

海に捨てられた魚をとるアミにからまってしまっている海鳥やアザラシのこどもです。このよ

うに多くの生き物が人間が捨てたプラスチックごみによって命を落としています。これはバリ

島だけの問題ではないんです。世界中の海にプラスチックごみが広がっているんです。 

実はもっと大変な問題があります。それはマイクロプラスチックの問題です。マイクロプラ

スチックというのは、プラスチックごみが細かく砕けて５ミリより小さい粒になったものです。

これが、なぜ問題かというと生き物の体の仲に簡単に入ってしまうのです。くじらはマイクロ

プラシチックごみを大量に飲み込んでしまいます。魚や貝の中からもマイクロプラスチックが

見つかっています。そのうち、私たち人間の体に入ってしまうかもしれません。 

 プラスチックを使っているのは人間です。プラスチックを捨てているのも人間です。海のプ

ラスチックごみの多くは陸地から流されてきた物ものです。だからみんなが公園に捨てたプラ

スチックごみが海に流れ出ている可能性もあります。そのせいで、今、地球が大変なことにな

っています。私たちにできることはなんでしょう。私たちは今、何をやらなきゃいけないのか、

考えてほしいと思います。      

 

二週間前の朝会でお話しした

ＳＤＧｓを覚えていますか？Ｓ

ＤＧｓとは世界中のみんなが幸

せになるための目標です。全部

で１７の目標がありました。今

日はこの目標の中「海の豊かさ

を守ろう」を取り上げます。 

 



令和３年２月１９日（金）たけだより如月⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年 保健体育 飲酒の害】お酒を親戚のおじさんから

勧められたらどうずるか！？担任がおじさん役になって、

役割演技をしました。 

「卒業おめでとう。お祝いだ。一緒に飲むか！少しぐらい

いいだろ」 

「身体に害があるからだめだよ。」「ジュースがいいよ。」

～」 

今日の給食はこども達リクエスト NO３のジャンボ餃子で

した。普通の餃子の３～５倍はありますね。こども達はも

ちろん、大人も大喜びの一品でした。 

【５年 理科 電磁石の性

質】コイルの巻き数によっ

て、電磁石の強さは変わるの

かについて実験しました。 

【３年 外国語活動】英語で自己紹介をする学習で

した。こども達は今まで使ってきた表現、単語を組み

合わせて 臆することなくチャレンジしていました。 

] 

 

~ 

【２年 図工】安全面に注

意しながら、カッターの使

い方を学びました。これか

らカッターナイフタワーを 

作ります。 

【６年 卒業制作】ス

ライド式の本立てを作

っています。色塗りの

段階に入りました。 

ねぎのたまごスープ ご飯 

こんにゃくサラダ 



令和３年２月１８日（木）たけだより如月⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛肉は給食にはほと

んど出ませんが、今

日は国の取組により

黒毛和牛が登場しま

した。メニューはす

き焼きです。黒毛和

牛を食べて、日本の

牛肉のおいしさをみ

んなに知ってほしい

と思っています 

黒毛和牛給食 

A4ランク証明書 

【６年 卒業生を祝う会に向けて】小さい

頃の写真と将来の夢をカメラの前で披露

しました。PTA卒対委員の皆様、撮影をし

ていただきありがとうございました。 

【３年 国語 もちもちの木】６時間目なのに、こ

ども達の集中力がすごかった。手もたくさん挙がり、

友達の発言にうなずいている姿も見られました。 

給食終了後、給食当番のこども達が担任の先

生と一緒に給食ワゴンをエレベーター前に

運びます。そして、みんなで「ごちそうさま

でした！」すき焼き、おいしかったね！ 



令和３年２月１７日（水）たけだより如月⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１年 体育 折り返しリレー】走る姿がたく

ましくなりました。間違いなくコウチョウ先生

より速いな。 

【３年 体育 サッカー】チームで協

力して勝利を目指します。団子になら

ずにパスを上手に使っていました。 

 

郷
土
料
理 

北
海
道 

松前漬け 
わかさぎの天ぷら 

鮭ごはん 

どさんこ汁 

【１年 図工 箱と箱を組み合わせて】お家

から持ってきた空き箱を組み合わせて、動物

や乗り物、建物を作りました。工夫しながら

楽しく活動しました。 

【６年 保健体育 たばこの害】たばこを親友から勧

められたらどうずるか！？保健の先生が親友役にな

って、役割演技をしました。 

「少しくらい大丈夫だよ。吸いなよ。」 

「身体に害があるからだめだよ。」「バイバーイ！」

悪いから 

【４年 理科 もののあたたまり方】 

試験管に入れた水を温めました。水はどこ

から温まっていくのでしょうか？下？上？ 

真ん中？実験によって明らかにすることが

できました。 

マンション 犬 



令和３年２月１６日（火）たけだより如月⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２月避難訓練 地震発生時の避難における行動を身につけさせる 校長講評】 

今日の訓練は、最初に地震が起き、その後、２階の職員室から火が出たという想定で行いました。

昨日の全校朝会でもお話ししましたが、放送をしっかり聞き、状況をとらえ、避難できたでしょうか？

話をしっかり聞くことは自分の命を守ることにもつながるということを忘れないでください。 

さて、みなさんも知っているように、先週の土曜日の夜１１時８分に東北地方で大きな地震が起き

ました。東京も震度４の揺れがありました。これから、余震がおこるかもしれないと言われています。 

学校にいるときに地震がおきたら、この訓練のようにみんなで避難しますので、大丈夫です。 

学校以外の時は大丈夫でしょうか？例えば友達と公園で遊んでいるとき、お風呂やトイレに入って

いるとき、一人で留守番しているとき、夜寝ているとき・・・どんな時でも落ち着いて自分の命を守る

行動ができるように、学校でまたはお家で話し合い、避難の仕方を確認しておきましょう。頭の中で

も、ぜひ避難訓練をしておいてほしいと思います。 

。 

 

【全校リクエスト給食】揚げパン

の味は、ココア orきなこ orシュ

ガーか！？全校児童の投票によ

り、カカオ揚げパンに決定！ 

 

【卒業お祝い給食】６年生の卒業

を祝って、おかず一品がプラスさ

れました。リクエスト給食で５位

になった「ピザチキン」です。思

い出に残る給食になりましたね。 



令和３年２月１５日（月）たけだより如月⑩ 

 

 

 

 

三大小には４つの教育目標があります。どの教室に掲げられていると思います。その

ひとつが「思いやりのあるやさしい子」です。思いやりのあるやさしい子は間違いなく

この２つのことができます。ひとつは「話を聞くことができる」もうひとつは、「あい

さつができる」です。 

話を聞くとよいことがたくさんあります。まず、いろんなことが分かります。いろん

なことが分かるから、自分のためになります。つまり、よく聞くことは自分を大切にす

ることなのですね。もう一つ、話を聞くということは相手に対する礼儀です。話を聞く

ことは、相手を大切にしているということなんです。これまでの話をまとめると、話を

聞くということは「自分も相手も大切にするということです。」だからやさしい子なの

です。次はあいさつです。あいさつは、「相手を思う心を形にあらわしたもの」です。

相手に対する思いがこめられています。あいさつは「相手を大切にすること」なんです

ね。だからあいさつができる子はやさしい子なのです。 

３年前、三大小には礼儀正しい学校にするために「三大しぐさ」がありました。その

三大しぐさを今週から復活させることにします。「おはようございます」「こんにち

は」「さようなら」の時は、「顔見てあいさつしぐさ」「自分からあいさつしぐさ」朝

会や授業の始め、終わりには「しゃきっとおじぎしぐさ」をやっていきましょう。思い

やりのあるやさしい子になるために、そして礼儀正しい三大小を目指して、みんなで取

り組んでいきましょう。これでお話をおわります。全員起立。最後は、しゃきっとおじ

ぎしぐさです。一同、礼！（途中で、Zoomが切れてしまいました。ごめんなさい。） 

 

 



令和３年２月１２日（金）たけだより如月⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タマゴではなく豆腐を使って作った美味しい

ケーキです。その名は「とうふショコラ」 

【５年家庭科 私の生活 大発見】 

青菜の洗い方を学習しました。代表

の子が洗う様子を書画カメラに映

し、みんなで観察しました。 

青菜洗い代表児童

子 

【２年 図工 どう

ぶつさんといっしょ】 

クレパスを使って、好

きな「いきもの」を描

きました。まわりに、

人や物、自然も描き足

し、絵の具を使って力

強く仕上げました。 

たらこスパゲッティ 

小松菜サラダ 

【３年 社会】１月２２日（金）消

防署と三大小を Zoomでつないで、

オンライン社会科見学を行いまし

た。見学をして分かったことや感想

を新聞にまとめました。 



令和３年２月１０日（水）たけだより如月⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２年 音楽 】 

一人一台、楽器をもっ

て「こぐまの２月」を

演奏しました。楽器

は、感染防止のために

木琴、鉄琴、トライア

ングル、大太鼓、小太

鼓を使いました。 

【４年 総合的な学習の時間 プログラミング的

思考の学習】スクラッチというソフトを使って行

いました。ロボットに命令を送って、命令通り動

くのかを検証していく学習です。こども達は試行

錯誤しながらも楽しく学んでいました。 

【２年 ハッピーをさがすデー】 

友だちのよいところを見つけ掲示することで、

自他を大切にする心を養っています。「笑顔がい

つもすてきだね。」「工作がとても上手だね」「い

つも一緒に遊んでくれてありがとう。」 

 

【５年 家庭科 食べて元気！ご飯と

みそ汁】昨日、こども達が家で食べた食

品をカードに書き、黒板に貼りました。

いろいろな食品を組み合わせる理由を

考えました 



令和３年２月９日（火）たけだより如月⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の給食は「昔ながら

の和食料理」でした。素

朴なメニューながら温か

を感じる給食でした。 

レンコン入り卵焼き＆

切り干し大根の炒り煮 

すまし汁 

【５年 算数 角柱と円柱】課題

は「一軒家に住むんだったらどん

な家に住みたいか」えっ！？これ

って算数の勉強なの？ 

【５年 体育 サッカー】 

チームごとに練習をしていまし

た。楽しそうな声が校庭中に響き

渡っていました。 ３０日を切りました。

あと２９日で、６年生

は卒業です！ 

【１年 生活科  風と遊ぼう】 

ステージの上からパラシュートを落としたり、袋で風

をつかまえたりして楽しく遊んでいました。 

建物に直方体や立方体が多いこ

とに目をつけて、生活の中の立

体について考える授業です。 



令和３年２月８日（月）たけだより如月⑥ 

 

 

 

 

ＳＤＧｓと何でしょうか？  

SDGｓとは「持続可能な開発目標」のことで、「人間が地球でずっと幸せに暮らして

いけるようにするための目標」という意味です。全部で１７の目標があります。 

これは２０１５年の国連サミットで世界中のリーダーたちが集まって作った目標な

んです。みんなも目標をつくると思うけど、なぜ世界のリーダーたちがこのような目

標を作ったのでしょうか？それは世界にはたくさん解決しなければならない課題があ

るからです。戦争、環境破壊、温暖化、貧困、食糧危機・・・とてもこわい話ですが、

このままでは、人間は地球に住めなくなってしまうかもしれないのです。 

だから世界中のみんなで力を合わせて解決していきましょうというのが SDGｓな

のです。１７の目標がありますが、３つ紹介します。 

１つ目は「飢餓をゼロに」飢餓とは食べるものがなくて、栄養失調になってしまう

ことです。全世界では８億人の人が食事をとることができていません。２つ目は、「す

べての人に健康や福祉を」年間５４０万人の子供達が５歳の誕生日を迎える前に命を

落としています。３つめが「海の豊かさを守ろう」今、たくさんのプラスチックが海

に流れ込み、海が汚れ、多くの生き物が被害を受けています。 

さあ、みんなはどんな感想をもちましたか？ある子がこんなことを言いました。「こ

れって、大人の人ががんばって解決する問題でしょ」それを聞いた大人の人が言いま

した。「そんなこと、ありません。みんなもできることはたくさんあるんですよ。また、

みんなが普段やっていることをきちんとやれば目標に近づくのです。」 

SDGｓのことについて、またいつか全校朝会でお話しますね。今日は難しいお話で

したが、これだけは覚えてください。SDGｓそれは「世界中の人が幸せになるための

目標」です。これで朝会を終わります。 

 



令和３年２月５日（金）たけだより如月⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の金曜日に行われた全校道徳

では、ご家庭でも道徳のことを話題

にしてくださりありがとうございま

した。メールでアンケートをとらせ

ていただきましたが、２９９のご家

庭で「お家 DE道徳」をやってくだ

さったことがわかりました。 

来年度もこの取組を続けていきた

いと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

【3年 道徳 礼儀】 

礼儀は心と心のキャ

ッチボールです。 

【１年 朝学習の時間】昨日のニュースを電子黒板

に映して、担任の先生が説明していました。社会に

対しての興味・関心を高める取組です。 

【４年 外国語活動】アルファ

ベットの曲を流しながら、自分

の名前のアルファベットのとこ

ろで手を挙げる活動です。楽し

く英語の学習をしていました。 

【６年 卒業制作】みんな真剣に校

章を彫っています。校章はスライド

式の本立ての一部になります。 



令和３年２月４日（木）たけだより如月④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニセフ集会】今年は

オンラインで行いまし

た。貧しい国の現状を知

り、人の役に立つために、

自分にできることを考え

行動する力を育てたいと

考えています。お家でも

話題にしていただければ

と思います。 

 
６年の代表委員が集会

の進行を行いました。 今日は、角柱や円柱の側面、頂点、辺の数を調べま

した。表に予め数字が書いてあって、それが角柱の

何の数になるのかあてる楽しい授業でした。 

立体の仲間分けからスター

トしました。 

【５年 算数 角柱と円柱】 

【６年 体育 タグラグビー】誰一人、歩い

ていません。全員で走り、ボールをつなぎ、

勝利を目指しています。 

【２年 図工 くっつき マスコット】 

紙粘土で好きな形を作り、磁石を埋め込みまし

た。仕上げは色塗りです。オリジナルマスコット

が完成しました。キーホルダータイプを作ってい

る子もいました。 



令和３年２月３日（水）たけだより如月③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は立春。暦の上では春です。校庭

で元気に遊ぶこども達がいました。 

【１年 図工 粘土】一人一人の作品が、電子

黒板に映し出されました。作品作りの意欲につ

ながっています。 

【２年 体育 持久走】マイペースで５分間走

ります。真剣な表情で黙々と走っていました。 【３年 図工 切って切って

木の世界】初めてのこぎりを

使うこども達。最初に先生が

お手本を見せてくれました。 

【４年 算数 直方体と立方体】展開

図をかいて、直方体をつくりました。

展開図をかくのが難しかったね。 

【６年 体育 跳び箱】 

開脚跳びをやっていまし

た。フォームが大きくて

美しい。さすが６年生。 



令和３年２月２日（火）たけだより如月② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は節分です。給食も「節分給

食」でした。鬼も登場し、給食の

時間に校舎内をうろうろしてい

ました。「ウオーッ！豆といわし

があるから近づけなーい！」 

担任の先生が鬼になり、こども達が

「鬼は外、福は内」 

「１年間病気をしたり悪いことが

起きたりしませんように」という

願いを新聞紙に書いて、それを丸

め、豆の代わりにしました。 

【５年 音楽 リコーダー】コロナ感染防止のため

リコーダーはピアノに合わせて指遣いの練習をし

ました。早くみんなでリコーダーを演奏したいね。 

昨日の給食は、６年生リクエストNO１の

みそラーメンでした。野菜がたくさん入っ

た本格的なラーメンでした。 

いわしの蒲焼き丼 

ぽりぽり大豆 

だしじょうゆがけ 



令和３年２月１日（月）たけだより如月① 

 

問題です。明日、２月２日は何の日でしょうか？ 

２月２日は「節分」です。あれ？節分って２月３日じゃなかった？と思っている人も多い

と思います。なぜ、２月２日が節分になったかは後でお話しします。 

さて、明日の「節分」ですが、「節分」は「季節を分ける」と書きます。どうして「季節を

分ける」日なのかな。 

みなさん、節分の次の日の２月３日って何の日か知っていますか。２月３日は「立春」で

す。「りっしゅん」と読みます。昨年まではずっと立春が２月４日だったけど、今年は２月

３日なんです。立春は春の始まりです。だから冬と春の分かれ目になる２月２日が季節を分

ける節分になるのです。 

春のはじまりである「立春」があるということは、夏、秋、冬のはじまりはあるのでしょ

うか。あるんです。それぞれ「立夏」「立秋」「立冬」といいます。そして、その前の日はす

べて節分になるのです。だから節分は１年で４回もあることになります。 

では、なぜ２月２日だけが「節分」と言われ、豆まきをするのでしょうか。 

４つの季節のことを「春夏秋冬」といいますね。でも「夏秋冬春」「秋冬春夏」とはいい

ません。つまり、春は季節の始まりであり、１年の始まりなのです。立春の２月３日は、昔

は１年のはじまり、今で言うとお正月みたいな日で、節分の２月２日は大晦日のような日だ

ったのです。昔の人は、病気はすべて鬼のしわざと考えていました。そして、豆には鬼を退

治する効果があると言われていました。つまり、「１年の最後の日に、悪いことをする鬼を

退治して新しい年を迎え、１年間病気をしたり悪いことが起きたりしないように」という願

いをこめて、節分の日に豆をまいたんです。 
書き初めの表彰も

行いました。 

オンライン朝会 ON AIR 中 

 


