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９月学校公開のお知らせ 

 

９月２０日(木)～９月２２日(土)は学校一斉公開

日です。多くの皆様のご来校をお待ちしております。 

 

９月２０日(木) 

・授業公開 

・学年交流会（２・３年） 

・保護者会（１・２・３年） 

９月２１日(金) 

・授業公開 

・音楽朝会 

・道徳地区公開講座 

・保護者会（４・５年） 

９月２２日(土) 

・授業公開  ※給食なし 

・おちろく班 

遠足総選挙 

・学校説明会 

 

＊学校公開の詳細は後日配布いたします。 
 

ＳＮＳ落六ルール 

生活指導主任 中家 恵美 

東京都教育委員会は公立学校の児童生徒がいじめ等の

トラブルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに学

習への悪影響を防ぐために、ＳＮＳを利用する際のルール 

を決めています。低学年からＳＮＳノートのイラストを見

ながら生活の中での危険に気付き、ゲームやネットの使い

過ぎについて考えます。人によって感じ方が違うことで起

きるトラブルについて、さらに発達段階に応じて情報の拡

散や写真公開におけるネットの特性を知り、発信する際に

気を付けることなどを学びます。 

 本校でも○おうちの人と相談して使おう。 

     ○時間と終了時間を決めよう。 

     ○個人情報をのせないようにしよう。 

     ○もう一度読み返してから送ろう。 

  の４つの約束を決めています。 

スマホのフィルタリングはもちろんのこと、ネットや携

帯、スマホの利点と弊害をしっかり見極め、トラブルに巻

き込まれないよう、学校でも家庭でもしっかりと子どもた

ちをみていきましょう。 

 

生活指導主任 中家 恵美 

 

落 六 

平成３０年８月２７日 

http://www.shinjuku.ed.jp/es-ochiai6/index.html 

       新宿区立落合第六小学校 

 

                     始まる秋 

                                    竹村  郷 

 今年の夏は、記録的な猛暑となり、一方で台風の襲来も多く、日本全国どこでも被災地となる危険性をはらん

でいることを思い知らされました。また本校では、大阪の震災被害を受けて、夏休みをかけて、学校全体の外壁

をたたいて安全状況を確認する作業や、学校周辺の安全点検を行っています。すべてが備えられるわけではあり

ませんが、それでも安心・安全に対する配慮は、全職員をあげて進めていきたいと思います。 

 さて、この二学期からいくつかの取組を始めます。まず、子どもが主体となることで言えば、９月２２日(土)

におちろく班遠足総選挙を実施します。６年生が行先を選定し、実際に現地調査をしてきた合計６ヶ所の遠足候

補地について、全校に向けてプレゼンテーションを行い、４か所に絞り込むのです。今年で２年目となる行事で

すが、去年は初めてということもあり、教師の手助けをかなり借りての実施でした。今年は、候補地の選定から、

下見、資料収集、発表プレゼンの作成にいたるまで、子どもたちが見通しをもち、主体となって動いています。

見守る職員もうれしい限りです。２回目の方面別縦割り班全校遠足、実施がとても楽しみです。 

 次に、９月２８日(金)の午後から、コミュニケーション技能としてのグラフィック・レコーディングを学ぶ学

習プログラムを導入します。話し合った内容や相手とのやりとりを、絵や記号や文字を用いて書き取り、「見え

る」ようにしていくものです。現在、マスコミから旅行業界、メーカーなどの名だたる企業がこの手法に着目し、

仕事やコミュニケーションの活性化に大いに役立てています。子どもたちに身に付けさせたいという申し出に、

(株)グラグリッドの皆様にお受けいただきました。すでに、打ち合わせや職員研修、地域協働学校の会議での説

明など、連携を密にとって準備を進めています。学ぶことは教科書などの事実からだけでなく、いっしょに学ぶ

友達の視点や考えをもとに、共に創りだす学習を進める準備が着々と始まります。 

 このほかにも、皇居外苑にある楠公レストハウスや東京家政学院大学の皆様と、食と暮らしのエコについて協

働して取組んでまいります。さらに、本校はすでに様々な企業の皆さんにご支援を受け、各種機器やソフトを活

用した効果的な授業の研究を進めていますが、いよいよプログラミング教育を含めた検証の段階です。また新し

い出会いもあります。グレートジャーニーで有名な関野 義治先生他、著名な講師の皆様との講演や交流など、

多彩な学びも数多く設定しています。落六の秋は始まりの秋です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

日 曜 行事など 

27 月 始業式 安全指導 

28 火 給食始 専科始 身体測定(1･2･3 年) 

29 水 引き渡し訓練 身体測定(4･5･6 年) 

30 木 読）委員会活動 

31 金 お）学年交流会・保護者会(6 年) Ｂ時程 

9/1 土  

2 日  

3 月 全)あいさつ運動(3-1 3 日～7 日)  

おちろく班清掃始 

 4 火  

 5 水 校内研究会のため 3 年生以外は午前授業 

6 木 読)クラブ活動 

7 金 児)水泳指導終 おちろくＤＡＳＨ 

8 土  

9 日  

10 月 全) 

11 火 社会科見学(3 年) 移動教室前日健診(6 年) 

12 水 伊那移動教室始(6 年) 

13 木 読)モアレ検診(5 年) 給食試食会 

14 金 伊那移動教室終(6 年) 

15 土  

16 日  

17 月 敬老の日 

18 火 地域協働運営委員会 

19 水 新宿区教育研究会のため午前授業 

20 木 学校公開始 保護者会(1･2･3 年) 

学年交流会(2･3 年)       Ｂ時程 

21 金 道徳授業地区公開講座 保護者会(4・5 年) 

 Ｂ時程 

22 土 学校公開終 おちろく班総選挙 

学校説明会 

23 日 秋分の日 

24 月 振替休日 

25 火 クラブ活動 

26 水 校内研究会のため 4 年生以外は午前授業 

27 木 読)委員会活動 家庭教育学級（3･4 時間目） 

28 金 体)おちろくＤＡＳＨ 

29 土  

30 日  

女神湖夏季施設 

５年生は、７月２３日(月)～２５日（水）の３日間、女
神湖夏季施設に行ってきました。 
例年にない猛暑の中、現地の暑さが心配でしたが、長野

県の女神湖周辺は日差しは強いものの、風はひんやりして
いて、さわやかに過ごすことができました。 

 
１日目のテーマは「自分の食べ物は自分で作る」でした。

お昼は牧場で乳しぼり、魚つかみ、ソーセージつくり、バ
ター作りをしました。自分たちの作ったものをお昼にして
食べました。夜は飯盒炊さんでカレーライス作りです。薪
の煙に目を覆いながらも、みんなで協力して作ったカレー
の味は格別です。みんないつもの給食よりもたくさんおか
わりしていました。 
夕食後はナイトハイクです。白樺の森の中を歩きまし

た。頼りになるのは懐中電灯と月明かりと友達の存在で
す。スタート前に見た怪談話の映像の効果もあって、みん
な叫びながらゴールを目指しました。人工の光のない暗闇
の中を歩いたことやきれいな星空は、子どもたちの記憶に
残ったことと思います。 
２日目は「霧ヶ峰ハイキング」です。アップダウンの多

い道のりでしたが、時折吹く冷たい風やパノラマの絶景が
元気をくれ、全員最後まで歩き切ることができました。山
の中腹での「ヤッホー」は、しっかり反響してみんなの耳
に届きました。 
夜はキャンプファイヤーをしました。燃え上がる火を囲

んでみんなでダンスをしたり、サプライズで花火をしたり
しました。みんな良い笑顔を見せていました。 
最終日のテーマは「お土産」です。家族から預かったお

こづかいで買い物をしたり、和紙のうちわ作りをしたりし
ました。 

 
 この３日間は、普段できない経験をすることもさること
ながら、みんなで生活することの大変さと大切さを学ぶ機
会でもありました。子どもたちは互いに手を貸したり声を
掛けたりしながら、自分たちが快適に過ごすための工夫と
努力をしていました。時間を守ることや部屋や荷物を整え
ることも、しっかりできていました。 
 そしてこの３日間を通して、自分や友達の良さを改めて
発見することもできたのではないかと思います。 
 
 ２学期は女神湖で得た「自信」を生かすチャンスがたく
さんあります。今後の子どもたちの変化が楽しみです。 
 
女神湖川柳 
ハイキング 絶景見とれて 遅れたよ ＩＷ 
女神湖の 自然の恵み 最高だ ＫＵ 
お泊りで みんなの寝顔 かわいいな ＫＲ 
牧場の シロツメクサを おみやげに ＳＡ 
川の水 冷たすぎて びっくりした ＡＮ 
山の中 声をはじいて やまびこだ ＡＲ 
宿の窓 緑や自然 味わった ＯＹ 
きもだめし 変な妖怪 水かけた ＴＫ 
薪つかい カレー作って おいしいな ＫＲ 
 

6 日(土)６０周年記念行事  9 日(火)振替休業日 

11 日(木) 学校保健委員会  

 

 ＊１０月の主な行事予定＊ ８・９月の生活目標 

規則正しい生活をしよう 

進んであいさつをしよう 
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