
 

合言葉「夢いっぱい 感動いっぱい 国立第四小学校」 

 

 

 

 

 

「おかえりなさい」「いってらっしゃい」の学校に 
校長 市川 晃司 

 6月のある日のこと、うれしいことがありました。その日は、 

9時 30分から市役所で出張があり、校外へ出ようと校庭を歩い 

ていたときのことでした。 

「校長先生、いってらっしゃい！」 

 音楽室の窓から数名の 4年生が笑顔で手を振ってくれました。 

何だかうれしくなって、自転車を軽やかに走らせることができました。 

出張を終えて学校へ戻った時刻が 12時 50分。ちょうど給食の時間が終わった頃でした。玄関のド

アを開けると、1年生の女の子が廊下を歩いていました。「こんにちは」と声をかけようとすると、 

「おかえりなさい、校長先生。」 

と言うではありませんか。1 年生が「おかえりなさい」と言ってくれたことの驚きとうれしさで何だ

かとても幸せな気持ちになりました。 

 さっそく、その日の職員会議で先生方に 2つの出来事を伝え、喜びを共有しました。と同時に、言

葉をかけてくれた子供たちは、それぞれの家庭や地域の方に「いってらっしゃい」「おかえりなさい」

と常に温かい声をかけていただいているのではないかと感じました。 

 私たち学校の教職員が子供たちにかける言葉は「おはようございます」と「さようなら」です。そ

れらの言葉ももちろん大切ですが、登校する時には「おかえりなさい」、下校する時には「いってら

っしゃい」このような気持ちで子供たちを迎え入れ、そして送り出すことができれば、ますます子供

たちのことを大切にしたすてきな学校になるのではないかと思いました。 

 今日から 2 学期が始まります。 「おかえりなさい」 最高の笑顔で子供たちを迎い入

れ、充実した 2学期になるよう、教職員一同力を合わせて教育活動を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月２９日（水） 

国立市立国立第四小学校 

校長 市 川 晃 司 

〔四小夏の思い出 デイキャンプ〕                       副校長 大類英美 

 ７月２１日（土）育成会主催のデイキャンプが行われ、四小児童と大人のお手伝いの方、総勢約２００名が参

加しました。当日は暑さが厳しかったので、屋内でのボールゲームや紙工作のファッションショーに変更になり

ましたが、大盛り上がりでした。おいしいカレーを食べ、キャンプファイヤーを囲んでゲームを楽しみ、四小の

夏休みは最高のオープニングで幕を開けました。育成会の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。 

〔人事異動のお知らせ〕 

９月１日（土）より、育児休業中だった中田真理 主任教諭が復帰いたします。それに伴い、算数少人数担当が

正森教諭より、中田主任教諭に変更になります。よろしくお願い致します。 

離任の挨拶                              算数少人数指導 正森 敬司 

 昨年5月から 3年生以上の算数少人数指導を担当させていただきました。短い間ではありましたが、算数を一

生懸命に教えているうちに、国立四小の子供たちとの「夢いっぱい・感動いっぱい」の思い出がたくさんでき、

自分自身も成長することができました。貴重な日々を過ごせたことに深く感謝申し上げます。 

校庭から見る音楽室（３階右端） 

四小だより ９月号 

〔お知らせ〕                        

 このたび、４年２組担任 志村 大樹 教諭が結婚いたしました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

おめでとうございます❣ 
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【各学年からのお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 

① ２学期教材費入金のお願い  合計 １７００円（１家庭につき１０円の手数料がかかります） 

国語テスト 280円 漢字学習帳 410円 算数ドリル 340円 

算数テスト 280円 カタカナ練習帳 310円 遠足交通費  80円 

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 

② 時間割について 

９月から、月曜日も５校時授業となります。下校時刻は１４時２０分頃になる予定です。 

③ 教科書配布について 

国語、算数、生活、図工の（下）の教科書を配ります。国語と算数は９月末から、生活と図工は２年生で使

いますので、学校で保管します。名前は学校で書かせるので、名前ペンを持たせてください。 

④ 朝顔について 

２学期も観察をしますので、保護者の方が学校へお持ちください。お手数ですが、７日（金）までにお願い

します。休み中に収穫した種は、袋かビンに入れて持ってきてください。 

⑤ 持ち物について 

○ 道具箱は８月３０日（木）、鍵盤ハーモニカは８月３１日（金）に持たせてください。 

○ 10月初めに算数で箱を使います。算数下巻のＰ１２を参考に、９月中に持たせてください。 

２年 

① ２学期教材費入金のお願い  合計 １８２０円（１家庭につき１０円の手数料がかかります） 

国語ワークテスト 280円 漢字力だめし  50円 校外学習 310円 

算数ワークテスト 280円 計算スキル 340円   

漢字ドリル 340円 九九カード 220円   

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 

② 教科書の下巻について 

国語、算数の下巻を配布しました。名前を記入の上、お子さんに持たせてください。学校で保管をします。

（しばらくは上巻を使用します） 

③ ミニトマトの鉢植えについて 

 ９月７日(金)までに学校に持ってきてください。その際、支柱は必要ありません。 

３年 

① ２学期教材費入金のお願い  合計 ２５５０円（１家庭につき１０円の手数料がかかります）  

国語ワークテスト 280円 計算スキル 350円 図工教材費  90円 

算数ワークテスト 270円 漢字のたしかめテスト  50円 漢字ドリル 330円 

理科教材費(テスト・実験キット) 460円 ローマ字練習帳 260円   

社会ワークテスト 280円 校外学習交通費 180円   

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 

② なし園見学 

９月２０日（木）、社会科「働く人とわたしたちのくらし」の学習として、「佐藤なし園」へ校外学習に行

きます。お弁当、水筒が必要となりますので、用意をお願いします。詳しくは後日しおりを配布しますので、

ご確認ください。延期の場合２８日（金）を予定しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年 

① ２学期教材費入金のお願い  合計 ２７１０円（１家庭につき１０円の手数料がかかります） 

国語テスト 280円 漢字スキル 360円 校外学習交通費 140円 

算数テスト 280円 漢字スキルノート 120円 理科教材（空気と水） 220円 

理科テスト 280円 計算スキル 360円   

社会テスト 290円 夏スキル 380円   

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 

② 時間割について 

９月７日（金）からは金曜日６時間授業、１０月１日（月）からは月曜日６時間授業が始まります。 

③ 環境センター見学 

  ９月２７日（木）、社会科「ごみはどこへ」の学習として、「クリーンセンター多摩川」と「国立市環境セ

ンター」へ校外学習に行きます。お弁当、水筒が必要となりますので、用意をお願いします。詳しくは後日し

おりを配布しますので、ご確認ください。 

５年 

野外体験教室にご協力いただきありがとうございました。そこで学んだことを生かし、２学期の学習や行事に

全力で取り組んでいきます。 

① ２学期教材費入金のお願い  合計 ３２５０円（１家庭につき１０円の手数料がかかります） 

夏休みドリル 390円 社会テスト 280円 計算ドリル 340円 

国語テスト 280円 漢字ドリル 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 理科教材 530円 

理科テスト 280円 漢字マスター  50円 乾電池２個 140円 

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 

② 保護者会について 

野外体験教室のビデオを上映します。お忙しい中とは思いますが、是非お越しください。 

６年 

○ ２学期教材費入金のお願い  合計 ２１７０円 

国語テスト 280円 社会テスト 280円 夏休みのドリル 390円 

算数テスト 280円 国語ドリル 330円   

理科テスト 280円 計算ドリルノート 330円   

※ 日光残金が一人あたり１，４０３円ですので、そちらを引いた７６７円を引き落としいたします。 

詳しい明細は保護者会のときにお渡しいたします。（１家庭につき１０円の手数料がかかります） 

※ ９月２７日（木）に引き落としをさせていただきます。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。 



 

【学校からのお知らせ】 

【保護者会について】 

 ２学期初めの保護者会となります。ぜひ、ご参加ください。開始時刻は１～４年生が１５時、 

５・６年生が１４時４５分となります。日程は月予定をご覧ください。場所は以下の通りです。 

１～４年生（各教室） ５年生（プレイルーム） ６年生（図書室） 

 

【総合防災訓練のお知らせ】                    生活指導主幹 副島 啓介 

９月２９日（土）に、昨年度に引き続き、５度目の総合防災訓練を実施します。今年度も、『避難所体験』や『Ａ

ＥＤ訓練』、『通報訓練』などを通して、子供たちの防災意識を高めます。５年生は、会場設営などのお手伝いを通

して、「自分たちも地域の役立つことができる」という自信をもってほしいと考えています。当日は、防災教育に関

する参観授業も実施する予定です。ご多用とは存じますが、保護者の皆様のたくさんのご参加をお待ちいたしており

ます。いつ起きるか分からない災害に備えて、子供たちと共に防災意識を高めてまいりましょう。 

当日の集合ですが、避難勧告が出たことを想定し、８時３０分になってから避難を開始してください。学校に到着

後、体育館で受付を済ませ、防災訓練への参加や授業参観をなさってください。１０時４０分からは、児童も防災訓

練を行います。１１時４０分に訓練を終了し、１２時に集団下校となります。ご承知おきください。 

 

【夏季水泳指導】                保健体育部  大道 なおみ  新山 聡子 

 とても暑い日が続き、水泳指導中の熱中症等も心配されましたが、事故なく安全に行

うことができました。今年度は、本校職員の他に、国立市水泳連盟の方から、子供たち

の泳力が更に伸びるように細やかなご指導をいただきました。子供たちは、教わったこ

とを意識して泳いだり、「できた！」と歓声をあげたりして、笑顔でいきいきと練習に

励んでいました。 保護者の皆様、用具の準備、カードの記入・押印等、そして地域の

皆様は、登下校の見守り等ありがとうございました。プール納めは９月１４日です。も

うしばらく、ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。引き続き、安全面に

配慮して、指導をすすめていきます。 

 

【月予定表】 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

月曜日5時間授業開始

金曜日６時間授業開始

校外学習(梨園)

2組のみ　5時間授業

校外学習（環境センターなど）

午前授業

教材費引き落とし日

学校公開日　総合防災訓練　B時程　午前授業

集会

振替休日

集会

全校朝会

安全指導
発育測定・保護者会

委員会活動

保護者会

わくわくタイム
保護者会

敬老の日

クラブ活動
集会

全校朝会

クラブ活動

29日 水
始業式　B時程　午前授業

B時程　午前授業

B時程　午前授業
発育測定

給食開始　わくわくタイム
発育測定

28日 金

29日 土

25日 火

26日 水

27日 木

24日 月

19日 水

20日 木

21日 金

17日 月

18日 火

14日 金

10日 月

12日 水

7日 金

4日 火

5日 水

6日 木

30日 木

31日 金

3日 月


