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お茶と世界
副校長

齋藤 玲子

緑茶・中国茶（ウーロン茶等）
・紅茶は、元は中国が発祥であり、世界に広がったこと
はご存じの方も多いと思います。同じ茶葉が、不発酵茶として緑茶になり、半発酵させ
たものが中国茶となり、全発酵させたものが紅茶と言われています。歴史や文化の中で
それぞれに変化していったのでしょう。
担任をしていたころ、総合的な学習の時間で「国際理解」をテーマに学習したことが
ありました。外国の文化や歴史、風土を調べる学習です。そのとき、念頭に置いたのは、
学習が終わったとき、児童にどんな思いをもたせることができるかということでした。
「○○という国ってすごいね。でも日本もなかなかいいよね。」そんな学習感想が、子供
たちから聞けるようにしたい。他の国と自国、どちらの国の歴史や文化も尊重すること
のできる子供たちにしたいと考えたのです。そこでお茶です。導入で、それぞれのお茶
を比べ、変化していった要因として、それぞれの国の風土、歴史、文化があることを学
習しました。そして、日本と外国にある似たものを比べ、その違いがどのような風土や
文化から生まれたのかを子供たちが調べていく学習を行いました。ベトナムと日本の民
族衣装を比べた児童は、その国の風土、文化から風通しのよい「アオザイ」の優れてい
ること、日本の風土と文化として着物が発展したことを発表しました。また、ある児童
は米飯とパンを比べ、原料となる小麦と稲の生産に向いている風土に気付、それがそれ
ぞれの食文化として発展したことを発表しました。どちらの国もすばらしい。そのよう
な思いが溢れた発表になりました。
さて、２月に世界中を沸かせた平昌オリンピックがあり、今月は冬季パラリンピック
が開催されます。オリンピックでは、選手やサポートする方々からたくさんの感動をい
ただきました。２年後には、東京でオリンピック・パラリンピックがあります。たくさ
んの国のアスリートやそれを応援する人たちが集まります。今学校では、オリンピック・
パラリンピック教育を行っております。４つのテーマ（オリンピック・パラリンピック
の精神、スポーツ、文化、環境）４つのアクション（学ぶ、見る、する、支える）を通
して、５つの資質「ボランティアマインド」
「障害者理解」
「スポーツ志向」
「日本人とし
ての自覚と誇り」
「豊かな国際感覚」を育成しようとするものです。この学習を通して、
最後に子供たちにどんな思いをもたせることができるのか、どんな思いをもつ人と出会
えるのか、考えるとワクワクします。
最後になりましたが、今年度の教育活動に多大なるご支援をたまわり感謝申し上げま
す。来年度も、ご理解ご協力よろしくお願い致します。

学校保健委員会を開催しました
主任養護教諭

清常

社会科見学

充恵

今年度も各学校医の先生方（内科・歯科・耳

３年生

鼻科・眼科）と学校薬剤師の先生、PTA 役員と
学級委員の皆様にご出席いただき、学校保健委

〜練馬区内めぐり〜
担任

麻生・奥野

医からは、アレルギーの症状が出現する前から、

2 月 15 日に練馬区内巡りに行ってきまし
た。べじふるセンター練馬、石神井公園ふ
るさと文化館の 2 カ所を見学しました。3
年生の社会科では、農家の仕事や昔のくら
しについて学習してきました。今回の見学
では、様々な場所から野菜が届く様子を見
たり、競りの仕方を教わったり、昔の人の
くらしから様子を知ったりと、学習への理
解を深めることができました。

初期療法として治療を始める意義についてのお

４年生〜中央清掃工場・水道歴史館〜

話がありました。さらに、歯科校医からは予防

担任 中塚・渡部・山田
１学期に、ごみ処理・水道の歴史につい
て見学に行きました。中央清掃工場では可
燃物の処理について学び、バスの車内から
中央防波堤（ごみ最終処分場）
、副都心の様
子、大井コンテナターミナルなどを見学し
ました。午後は水道歴史館で江戸時代から
の水道の歴史について遺物やレプリカ、人
形劇などを見ながら理解を深めることがで
きました。

員会を開催することができました。お忙しい中、
ありがとうございました。
今年度は、内科校医の能登先生に「食物アレ
ルギーについて」というテーマでお話をしてい
ただきました。特にアレルギーの症状チェック
シートを中心に、症状別の対応の仕方を学ぶこ
とができました。そして、眼科校医と耳鼻科校

の大切さについて、学校薬剤師からは学校環境
検査のお話がありました。
学校保健委員会は、児童の健康づくりを推進
し健やかな心と体を育むために、保護者の皆様
と学校医の先生方と共に開催致しております。
来年度も皆様のご協力をお願い申し上げます。

卒業にむけて
６年担任 江口・小幡
6 年生 63 人は、まもなく卒業を迎えま
す。今、子供たちは、卒業プロジェクトとし
て、いろいろな活動について係で分担して計
画を立て、全員で進めています。6 年間親し
んだ学校へ、感謝の気持ちを行動で表すこと
を目標に取り組んでいます。
先日は、ボランティア活動を行い、ゼッケ
ンの洗濯、全クラスのゴミ箱洗いと表示付
け・傘立てや下駄箱の掃除、貸し出し上履き
洗いをしました。ちょうど寒波と寒波の間の
暖かい日とはいえ、水を使っての掃除を、皆
頑張って行いました。翌日には、いろいろな
先生方から「きれいになって嬉しい」「６年
生ありがとう」などと声をかけていただき、
子供たちに伝えました。
北町西小学校での生活もあとわずかです。
友達と協力しながら、自分の仕事に責任をも
ち、最後まで精一杯取り組んでほしいと思い
ます。この 6 年間で学んだ友達の大切さ、一
生懸命取り組むからこそ得られる達成感、そ
して周りの方々への「ありがとう」という感
謝の思いを胸に、子供たちが心晴れやかに卒
業の日を迎えることを願っています。

５年生

〜HONDA 狭山自動車工場〜
担任 渡邉・渡邊
今年度は、HONDA の自動車工場に行っ
てきました。ロボットが素早く動き、溶接
作業が行われる様子や、自動車の本体にド
アがつけられる様子など、製造ラインの見
学をする中で技術のすばらしさを実感する
ことができました。そして自動車工場で働
いている方々の車作りへの熱い思いを聞
き、学習を深めることができました。

６年生

〜科学技術館・国会〜
担任

江口・小幡

小学校最後の社会科見学は科学技術館と
国会を見学しました。
科学技術館では、様々な体験を通して、
身近にある科学から、普段目にすることの
ない科学まで、五感を使って感じることが
できました。国会では、参議院体験プログ
ラムを行いました。社会で学習した国会に
ついて、自分たちが実際に議員になったつ
もりで、障害者補助犬法案についての投票
を行いました。充実した最後の社会科見学
となりました。

オリンピック・
パラリンピック教育

平成３０年度 主な行事予定（案）
４月

体育主任 渡部 透
先月１月３０日に５・６年生を対象とし
て、「セパタクロー」という競技のゲスト
ティーチャーによる学習を行いました。
今現在世界的に普及し、オリンピック競
技をめざして注目されている競技種目で
す。当日は、日本セパタクロー協会の強化
本部委員の矢野選手を始め、日本代表の選
手三名をお迎えして、講義と実技をまじ
え、子供たち一人一人に熱心に指導してい
ただきました。

６日（金）

始業式・入学式

１０日（火）

保護者会（中学年）

１１日（水）

保護者会（高学年）

１２日（木）

保護者会（低学年）

１６日（月）〜２６日（木）個人面談
１９日（木）

一年生を迎える会

２７日（金）

離任式

５月

２６日（土）

運動会

６月

１７日（日）

開校記念日

１８日（月）

プール開き

７月

２日（月） 保護者会（４．５．６年生）
３日（火） 保護者会（１．２．３年生）
２０日（金）

９月

１０月

終業式

３日（月）

始業式

６日（木）

６年連合水泳記録会

８日（土）

区一斉防災訓練

１日（月）

都民の日

６日（土）

開校６０周年記念式典

１８日（木）〜２０日（土）
５年生軽井沢移動教室
２９日（月）〜１１月１日（木）

おまんじゅう作り

６年生岩井移動教室

２年生担任 蛭川・佐藤
２年生は、２月２６日に北町西町会の皆
様、保護者の皆様にご協力いただき、おま
んじゅう作りを体験しました。あんこを生
地で包むのは難しかったですが、婦人部の
方に教わりながら一生懸命がんばりまし
た。ボイラーで蒸していただき、できあが
ったときは、歓声があがりました。できた
ての熱々をみんなでおいしくいただきまし
た。たくさんの方のご協力、ありがとうご
ざいました。

１１月

８日（木）就学時健康診断

１６日（金）
・１７日（土）音楽会
２６日（月）〜

１２月５日（水）
個人面談

１２月２５日（火）

終業式

１月

始業式

８日（火）
１２日（土）

道徳授業地区公開講座

９日（土）

新一年生保護者説明会

２月

２２日（金）

６年生を送る会

２６日（火） 保護者会（４．５．６年生）
３月

１日（金）

６年生

感謝の集い

５日（火） 保護者会（１．２．３年生）

お知らせ
３年２組学級担任奥野佳奈教諭は、３月１
日より産休に入ります。３月１日から副校
長が学級担任を務めます。

〈スクールカウンセラー

２２日（金）

修了式

２５日（月）

卒業式

※現段階での予定です。４月に配布する行事予
定をごらんください。

来校予定〉

３月１日（木）

８日（木）

※詳細は副校長にお問い合わせください。

１５日（木）
TEL

３９３２−７２３４

３月の行事予定
１日

木

２〜６年 ５時間授業
安全指導・点検

２日

金

Ｂ時程

４日

日

金管バンド演奏会（体育館

５日

月

４〜６年

６日

火

Ｂ時程 ６年 ５時間授業
４年生 １／２成人式 （１２：３５〜１４：２０）
保護者会（１，４，６年）

７日

水

パネルシアター
学習補充教室

８日

木

Ｂ時程

１４日

水

学習補充教室

２０日

火

２１日

水

春分の日

２２日

木

修了式 １〜４年 １０：２５下校
卒業式予行 ５，６年 １２：３０下校

２３日

金

卒業式

２６日

月

春季休業日

３０年度

Ｂ時程

ＰＴＡ総会

感謝の集い

５時間授業

１３：００〜）
（会議のため）

１年生（りんごの会）

２，３，５年

５時間授業

ことばの教室

保護者会（２，３，５年）
おわりの会

午前授業（５年生以外１３：１０下校）

卒業式準備

給食終

４月６日（金）一学期始業式

入学式

※新３年〜５年生は始業式後下校します。新２年生は、入学式のア
トラクション後、下校します。新６年生は入学式に出席します。
９日（月）給食開始（２年生以上）
登校時間について
３０年度から児童の登校時間が、８：１０〜８：２０に変更します。
全学年の学級編成について
２月で記載した毎年学級編成を実施することにつきましては、PTA 実行委員会だより
でお知らせしましたとおり、再来年度の平成３１年度より行う予定です。
３学期通知表について
３学期の通知表は、個人情報保護ファイルではなく、児童印を押した封筒に入れて配
布いたします。中の通知表はご家庭で保管してください。封筒は、４月９日（月）に
持たせてください。なお、６年生は封筒の返却の必要はありません。

