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※口座引き落とし日は毎月 17 日、再引き落としは 27 日

です。当該日が土日の場合は、翌日または翌々日となりま

す。 

 

６月の行事予定 

１ 日  

２ 月 振替休業日 

３ 火 全校朝会 読書月間始 

４ 水  

５ 木 安全指導 眼科健診（全）  

６ 金 
５時間授業 学校訪問（第三者評価）、 

たてわり班活動(5校時) 

７ 土  

８ 日  

９ 月 全校朝会 耳鼻科健診（全） 委員会活動 

10 火 掃除なし時程 

11 水 柏葉学級見学会 

12 木 児童集会 プラネタリウム見学（６年／午後） 

13 金 避難訓練（引き取り訓練）13:30引き渡し開始 

14 土  

15 日  

16 月 全校朝会（プール開き／セレモニーのみ） 

17 火 音楽鑑賞教室（６年／午後） 

18 水 午前授業 

19 木 
掃除なし時程 体育朝会 

夏季施設説明会（５・６年保護者） 

20 金  

21 土 学校公開① ５時間授業 

22 日  

23 月 振替休業日 

24 火 全校朝会 学校公開② 水泳指導始  

25 水 学校公開③ 開校記念日（通常の授業日です。） 

26 木 たてわり班活動（朝） 掃除なし時程  

27 金 定期健康診断終 

28 土  

29 日  

30 月 全校朝会 読書月間終 クラブ活動 

 

６月号 
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平成２６年 

５月３０日発行 

 

力を出し切る 

    校長 佐藤 郁子 

 

いよいよ明日、運動会の本番を迎えます。 

準備は万端、あとは天気のみです。４，５月の遠

足ラッシュ時には、すべて好天に恵まれました。無

事に実施できたことを考えると(他校では悪天候の

ため、順延したところもあったようです)、柏木小

は晴れ男・女の集まりかもしれません。 

さて、運動会等の大きな行事、そして日々の授業

でも指導の「ねらい」があります。 

その一つに「自らめあてをもち、運動に親しむ日

常の体育学習の発表を行う」というものがありま

す。運動会の始まる前に、全校朝会で子どもたちに

は、こんな話をしました。 

「みなさん、運動会のめあてをもっていますか。

競走を頑張る、表現運動を頑張るというのもあるか

もしれせんが、それだけだと、何を、どう頑張るの

かが伝わってきません。スタートが遅いので、合図

で素早く一歩前に出す、体を低くしてスタートする

等これからの練習の中で、具体的な『めあて』をも

ってください。そして、それをおうちの方に伝えて

ください。」 

漠然としためあては達成したかどうかが判然と

しません。子どもたちには、自分で考えためあてに

向かって努力する姿勢を身に付けてほしいと指導

しています。 

具体的なめあてを達成したら、また次の具体的な

めあての達成へ。コツコツと取り組むことで大きな

目標の達成が成し遂げられます。 

「力を出し切る」というのは、本番で一生懸命や

るだけではなく、練習の過程での努力もあってこそ

です。 

瞬発力ではなく、持続力。だからこそ、結果の如

何だけではなく、取り組む姿に人は心を打たれまる

のでしょう。１年生の可愛らしい演技の様子、そし

て、高学年の頼もしい係活動の姿に小学校の成長段

階もご覧ください。 

是非、本番で、子どもたちの練習の過程の姿が表

れますように。そして、地域・保護者の皆様の温か

い声援に励まされますように。 

どうぞ、どうぞ、運動会にお越しいただき、子ど

もたちの懸命な姿への応援をお願い申し上げます。 

 
6月の生活目標 

      正しい言葉づかいをしよう 



 

学校教育相談 

教育相談担当  
特別支援教育コーディネーター  関谷 綾音 

        養護教諭   渡邊 里美  
        柏葉学級   笠原 良香 
         
 本年度も、新宿区と東京都からスクールカウ
ンセラーが派遣されることになりました。スク
ールカウンセラーによる学校カウンセリング
は、「虹の間」で行います。 

毎週、火曜日は常松純子、木・金曜日は青沼
知代が担当します。 

相談ご希望の方は、お電話や連絡帳、お手紙
等で、副校長または担任、養護教諭まで申し出
てください。 

「相談室だより」も、学期に１回発行されま
すのでご覧ください。 
 

 
お気軽に相談室をご利用ください 

 
スクールカウンセラー・臨床心理士 青沼 知代

常松 純子 
 
柏木小学校の子どもたちが、笑顔で学校生活

を送れるようお手伝いいたします。保護者の方
からの相談も受け付けていますので、お子さん
の生活・学習・お友達のことなど、何か気がか
りなことがあればお気軽にご連絡ください。 

 引き取り訓練 

村石 龍樹 

毎年行っている引き取り訓練ですが、大き

な災害はいつ起きるかわからない状況です。

万が一に備えて、ご協力お願いいたします。 

 保護者の方が来られない場合は、代理人の

方がお迎えに来てください。 

当日、訓練のために学校からメール配信を

いたしますので、確認をお願いいたします。 

 

１ 日時 ６月１３日（金） 

２ 場所 柏木小学校 各教室（雨天実施） 

３ 想定 １３時１０分 東京都全域で震度５

弱以上の地震発生、児童を保護者に

引き渡す 

     １３時３０分 引き渡し開始 

 

引き取りは１３：４０までです。「児童引き

取りカード」（保護者用・代理人用）が必要

です。新たに必要な方は、担任までお知らせ

ください。 

 

 

 

第 1７回運動会  
～白熱バトル マジでやれば勝てます～ 

 

運動会委員長 小峯 容子 

 

初夏の陽気が漂う校庭に、連日子供たちのにぎや

かな声が響き渡っています。いよいよ明日は運動会

です。 

１・２年生の表現は「ちゃーびらさい」です。「ち

ゃーびらさい」とは沖縄の方言で「ごめんください」

という意味だそうです。人との出会いを大切にする

沖縄らしい明るい曲に合わせて、元気いっぱい踊り

ます。 

３・４年生の表現は「ソーラン祭り」です。伝統

的な「正調ソーラン節」と、それを現代的にアレン

ジした「南中ソーラン節」を組み合わせ、歴史を感

じさせる構成になっています。揃いの法被を翻し、

かっこよく踊ります。 

５・６年生の表現は「組体操『絆』」です。乗る

人も支える人も、相手を信じなければ技は完成しま

せん。1 回 1 回の練習の中で絆を深めていった１０

６人の、息の合った演技にご期待ください。 

表現以外にも団体種目や短距離走、全校大玉送り

など、子供たちの活躍する種目がたくさんありま

す。また、応援団や鼓笛隊、係の仕事など、競技以

外でも運動会を盛り上げ、活躍する場面も見どころ

です。今まで頑張って練習に励んできた子供たちの

演技に、ぜひ皆様の温かいご声援と拍手を、よろし

くお願いします。 

 

☆学校探検に行ってきました☆ 

２年担任 安部剛史 内山沙希 

毎年、生活科の授業で行っている「学校探検に
行こう」というお勉強があります。入学してすぐ
の 1 年生は、校舎内のどこに何があるかはもちろ
ん知りません。そんな 1 年生に校内のことを教え
るために 2 年生の児童が 1 年生のみんなを連れて
学校を探検し、１年生は学校について知るという
お勉強です。ついこの間まで 1 年生だった新 2 年
生も、1 年生に教えるとなると顔つきや発言が一
気にお兄さん・お姉さんに様変わりします。 

「ここが音楽室です。音楽の勉強をする時に使い
ます。入ってきたら自分の席に座って静かに待
ちましょう」 

「ここは廊下です。右側を静かに歩きます。走っ
たり、教室からとびだしたりしてはいけませ
ん。」 

などなど、自分たちが 1 年間かけて学んできた
こと、気をつけていることなどを優しく、わかり
やすく伝えることができました。そして 2 年生の
お兄さんお姉さんと一緒に校内を探検できた 1 年
生も、楽しんで学校について学習することができ
ました。この学校探検を通して学んだことを活か
して、1 年生も 2 年生も柏木小の一員としてさら
に活躍していってほしいと思います。 


