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厚木市立戸田小学校
厚木市戸田５４５番地
℡ 046−228−9805

「戸田はすばらしい郷土です」
学校長

竹村志保美

新年、あけましておめでとうございます。昨年中は夏の猛暑が 続きましたが、
保護者や地域の方々のご支援ご協力により、充実した教育活動を展開することが
できました。深く感謝申し上げるとともに、今年も更なる充実に向けて、教職員
一同、一丸となって取り組んでいきたいと存じます。
さて、新年に当たり、子ども達が戸田という郷土に誇りと愛情を持っていただ
きたいと考え、戸田についてお話ししたいと思います。
戸田地区は、大山と富士山の並んだ姿を見ることができます。厚木市内では相
川地区でしか見ることができないと思います。朝・夕の姿や季節毎に変わる雄姿
は素晴らしい景色です。
また、戸田の渡しはとても有名です。戸田小に赴任してすぐに「戸田の渡しの
碑 」を見に行きました 。鎌倉時代から相模川を渡るための要衝の地だったのです 。
その様子を描いた安藤広重の「相州大山道中戸田川之渡」は昇降口に掲げてあり
ます。戸田の渡しの絵は厚木市総合福祉センター６階のホールの緞帳にも描かれ
ています。明治時代までの８００年の間、軍事・交通・産業のうえで大切な地点
だったのです。昨年、佐伯泰英の時代小説「居眠り磐音江戸双紙」を読んでいる
とき、戸田の渡しが出てきました。昔の戸田の人たちは旅人を大切にお持てなし
したと思います。きっとその心遣いが現在にもつながっていると思います。戸田
地区は地域の人や子ども達を温かい目で包んでいます。人は一人では生きていく
ことができません。支えられ助けられて生きています。戸田小の子ども達は、大
変幸せであると感じています。
最後に、地域や保護者の方々が今年も健康で有意義な年でありますよう祈念い
たします。そして、子ども達の笑顔を少しでも多く見られるように、本校の教育
活動に参加していただきますようお願い申し上げます。

戸田小校歌 について

作詞
作曲
制定

１相模の流れ 水光り
みどりの庭に 照る望み
にじをくぐる道の
向こうにも 友がいて
たがいに
喜びの手をふる日
厚木 戸田小 あたたかく
いのちの花が 薫り合う

宮澤章二（埼玉出身 ）
1919年生
高橋鐵雄（相模原出身）
1938年生
昭和６３年 10 月

２豊かな夢を 大山の
すがたのえがく 春と秋
そだつ 知恵と力
鍛えよう たくましく
たがいに
励ましの声かけて
つよく生きぬく 歌あふれ
未来の風が ここに湧く

※作曲 高橋 鐵雄さん（相模原出身、元教師、ｵﾍﾟﾚｯﾀ作曲多数）
作詞 宮澤 章二さん（埼玉出身 、詩人、ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ の作詞者）
※宮澤章二さんに作詞された校歌は３００を越えるそうです。
「行為の意味」の詞は、私たちが常に意識していたい詩ですね

８６歳没（詩人）
７２歳没（元教師・作曲家）
宮澤章二作「行為の意味」
より
「
こころ」
は
だれにも 見えないけれど
「
こころづかい」
は 見える
「
思い」
は 見えないけれど
「
思いやり」
は
だれにでも 見える
あたたかい 心も
やさしい 思いも
おこないに なって
はじめて 見える
その気持を カタチに！！
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お知らせ 「心を育てる体験」を募集しています？
私たちの心は、様々な体験なくして育つことは
ありません。私たちの心は「いつ」「どのような
こと」で 、また、どの様な感動体験を栄養として、
育つのか考えていきたいと思います。
人が育つ環境を、保護者のみなさん地域の方々
と共につくっていきたいと考えます。
そこで、皆さんがこれまでの人生で、
①人の営みに「感動」した、できごとや言葉。
②人の営みに「感謝」した、できごとや言葉。
③「やさしさ」を感じた、できごとや言葉。
③「思いやり」を感じた、できごとや言葉。
④「元気」を与えてもらった、できごとや言葉。
⑤「勇気」を与えてもらった、できごとや言葉。
⑥子どもを含め私たち大人にも「伝えたいこと」
・・・・・等
その他、家族・地域での営みや取り組み等、多
くのことを募集しています。応募された内容につ
いては、文集にし、配付または、校内掲示してい
きたいと考えます。
１
２
３
４
５

「
人を大事にすることば
」
ともだちを
だ

いじにする 戸田小

「やさしい心」を育てる栄養には、どの様な
物があるのでしょう。私たちの心の善悪は、
脳が様々な刺激を受け、様々な気持をいだか
せ、「心」を育てます。実際に体験していな
くても、「やさしい言葉」を思いうかべるだ
けで「優しく」「うきうきする」等の心を持
たせます。言葉一つで「やさしい気持」にさ
せてくれます。「やさしい心」を育てる言葉
について、ご家庭でも話題にしていただけ
ればありがたいです。
◎人を
認めることば
いい な
いい ねぇーな

あ
あ
るほど

宣言
りがとう

◎ともだちだよ◎よかったねぇ◎えらいね
◎さいこうーだよ◎すごいね◎ともだちだよ
◎おうえんしてる◎やさしいね◎ごめんね
◎いっしょに○○しよう
・・等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
×人を
認めないことば

用紙・形式等：５０字〜２００字
※多くても少なくても結構です。調整します。
期 日
：1 月下旬
と もだちを だ いじにしない ことば
提出用方法 ：直接又は子どもを通して
応募された内容の公開・掲示
お ま え だ
ワープロで再作成し、２月上旬に公開します。
問い合わせ先
お かしいよ ま ちがってるよ え ぇー だ めだよー
戸田小２４８−９８０７ 教頭まで
×おまえ×ばか×あほ×まぬけ×だめ
×さいあく×あっち

１月の行事予定

詳しくは学年だより参照

「愛のチャイム」＝４：３０

いけぇ×ふざけんな

◎「
言葉はかおり
」
ですね

戸田小学校「家庭学習のすすめ」

水・
木・
金＝朝読書（読書は「
やさしい心の栄養」です）
月・
水＝心の相談員（小原 譽夫先生）
水＝ロング昼休み
「子どもの家庭学習」を推進しております。
11 日（火）始業式 12 日（火）４年ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ見学
何事もトレーニング無くして効果は上がりま
12日〜19日 書き初め（各学年の日程は学年だより参照）
せん。（
内容は配付済み、ホームページ掲載）
※展示２１日〜２７日 15:00〜16:00）
※1月下旬には調査を予定しています。
13日（
木）給食開始・登校指導
１年生：
２０分以上（
できたら30分〜40分）
14日（
木）避難訓練・
給食費集金日・
委員会活動
２年生：
２０分以上（
できたら30分〜40分）
15日（土）
〜23日（日）子どもアート展（文化会館）17 日 18 日除く
３年生：
３０分以上（
できたら40分〜50分）
17 日（月）朝会
19 日（水）代表委員会
４年生：
４０分以上（
できたら50分〜60分）
18 日（火）３校時 ３・4 年 相模人形芝居
５年生：
５０分以上（
できたら60分〜70分）
22日（
土）〜23（
日）
パクパク学校給食展（ヤンコミ）
６年生：６０分以上（できたら70分〜80分）
24日（
月）〜28日（金）
体力づくり週間
２月の主な予定 等
25 日（火）クラブ活動
26 日（水）６年校外学習（東京方面）
２／ １（
火） 6年 相川中学校参観13:30〜
27 日（木）児童会役員選挙
２／ ７（
月） 4年 エンジョイタイム
28 日（金）米づくり収穫祭
新入学児童保護者説明会14:00
31 日（月）児童朝会
※２／ ７（
月）相川中学校新入生保護者説明会

3学期のﾎﾞﾗﾝﾃィｱ 、ゲスト ティチャー
①学習ボランティア（4 人の大学生が週 1 〜 2 日）
②読み聞かせボランテｨア（虹の扉）活動
③ 5 年 米づくり収穫祭のボランティア
④ 3・4 年 相模人形芝居
（保護者の方も見学できます）

（小中学校 の説明会が重なってしまいました 。重なっ
てしまった保護者は小学校に連絡してください。）

２／ ８（火）6年 スキー教室
２／16（水）授業参観・懇談会・
２／19（土）・
20（日）相川公民館まつり
※ 20 日（ 日）4 年生発表（詳細学年だより）

