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７つの呼びかけ 

校長  浅川 縁 

 先日の開校96周年の運動会で、子どもたちは、勝ち

負けからスポーツマンシップと協力の大切さを、係活動

から責任等を学びました。子どもたち一人一人が運動会

を通して多くを体験し、成長しました。加えて、ご家庭

でのお子さんの努力に対する労いや褒めの言葉によって、

自己肯定感が高まる成功体験となりました。伝統の『天

神音頭』やＰＴＡ競技への多数のご参加、会場の安全確

保や片付けへのご協力に感謝いたします。ＰＴＡ役員の

方々を中心とした大人の結集力が見られ、地域協働学校

としての力を心強く感じました。お礼申し上げます。 

さて、東京都と「こころの東京革命協会」から、時代

を担う子どもたちに教え伝えるべき社会の基本的な「心

の東京ルール」が提案され、様々な取組みがなされてき

ました。行動主体は、家庭・学校・地域・社会全体です。

このたび、「こころの東京革命協会」は発展的に解散し、

都の事業として引き継がれていくそうです。本校では、

平成26年9月「こころのチャレンジプロジェクト」とし

て、オリンピアンの山本隆弘氏(男子バレーボール日本代

表)をお招きし、挨拶や目標に向かって努力する大切さを

子どもたちに語っていただきました。子どもたちの健全

育成のために、下記のルールは日常的に取り組む価値が

あると考えています。 

 

心の東京ルール ～7つの呼びかけ～ 

 ○毎日きちんとあいさつさせよう 

 ○他人の子どもでも叱ろう 

 ○子どもに手伝いをさせよう 

 ○ねだる子どもにがまんをさせよう 

 ○先人や目上の人を敬う心を育てよう 

 ○体験の中で子どもをきたえよう 

 ○子どもにその日のことを話させよう 

 

 これらの行動はご家庭における子どもへの愛情が基

本です。親の何気ない一言や語りかけは子どもの心に大

きな影響を与えます。自分は愛されている、自分のこと

をよく考えてくれている、と感じるとき、安定した心に

なり、何か困難に出会っても立ち向かうことができると

言われています。 

ふれあい月間での「親子読書」は、心の安定感を与え

る親子のふれあいの機会の一つです。ぜひ短い時間でも

一緒に過ごしてほしいです。 

  

ふれあい月間の取り組み 

生活指導主任  

６月は、東京都教育委員会が子どもたちの健全育成に

向けた取り組みの一つとして「ふれあい（いじめ防止）

月間」を設けています。本校では日頃の実態把握や指導

に加え、この機会に改めて子どもたちにアンケート調査

を行い、聞き取り調査を行っていじめに関する実態把握

と指導を行います。 

小学校では、いじめようとしていじめる事例は少なく、

自分のことしか考えていない行動が相手の子に嫌な思

いをさせているという事例が多いです。相手の気持ちを

考える力、相手の気持ちを察知し受け止める力を育てて

いきたいと思います。そのためには、わたしたち大人が

子どもの話をよく聞きながら子どもの気持ちを考え、子

どもの気持ちを察知し受け止めることが大事なのだと

思います。 

学校でも、ご家庭でも子どもの気持ちに向き合う６月

にしたいと思います。ご協力をお願いします。 

 

学校公開について      教務主任  

 保護者の方々、地域の方々、未就学児の保護者の方々

に学校の様子を参観していただき、本校の教育活動につ

いてのご理解をより深めていただければと思います。 

１学期は下記の２日間を予定しています。多くの皆様

方のご参観をお待ちしております。 

６月１５日(金)・１６日(土)  

※１５日(金)  ５時間目：セーフティ教室 

     講演会（14時半～） 

※１６日(土)  学校説明会 

         ５時間目：引き渡し訓練 

 ※１８日(月)は振替休業日です。 

 

水泳指導について      水泳担当  

 今年度も６月１９日から９月１０日まで水泳指導を行

います。一人一人が水泳のめあてを立て、それを意識し

ながら泳法のポイントを理解したり繰り返し泳いだりす

ることで、泳力を高めます。 

 また、自分の命を自分で守る方法を身に付けることも

水泳指導のねらいの一つです。水の事故の多くは、海、

川、湖などの自然環境において着衣のまま発生します。

本校では、夏季休業前に全学年が着衣泳を行い、水の事

故を未然に防ぐ行動を学習したり、事故に遭った場合の

対処の仕方を学んだりします。 

 子どもたち一人一人の泳力を伸ばすことができるよう

安全に気を付けて指導していきます。持ち物等について

後日プリントにてお知らせしますので、ご準備をよろし

くお願いします。 

 ※先日配布した「水着推奨変更について」のお知らせ

で、時候の挨拶が運動会前のものとなっていました。

失礼しました。その他の内容については変更ありま

せん。 
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まず､大人が意識と行動を変えよう 
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 読書旬間年間予定            

図書担当 

読書旬間では、読書の楽しさに気付き、より多くの本

を読むことで知識をふやしたり、世界観を広げたりして、

読書を楽しんでほしいと思います。今年度も、読書旬間

が３回あります。親子読書期間にはお子さんと一緒に本

を読む、読み聞かせをする、読み聞かせをしてもらうな

ど、親子の触れ合いを増やしていってください。読書カ

ードの感想もよろしくお願いします。 

１回目 ６月25日（月）～７月6日（金） 

    親子読書期間 ６月28日（木）～７月4日（水） 

２回目 10月22日（月）～11月２日（金） 

    親子読書期間 10月25日（木）～31日（水） 

３回目 ２月12日（火）～23日（土） 

    親子読書期間 ２月14日（木）～20日（水） 

 

見守り隊による一斉下校について 

生活指導主任 

６月６日（水）は今年度２回目の一斉下校訓練です。

台風などの風水害を想定して避難訓練を実施します。今

回は大久保見守り隊と協力し合って訓練を行い、下校コ

ースの見守りもしていただきます。 

放課後の子ども広場を利用するお子さんについては、

この日は直接の広場利用ではなく、一度下校した後の広

場利用をお願いしたいと思います。 

 また、「安心でんしょばと」をご利用されているご家

庭は、鳴らしてから帰宅までの時間がいつもより長くな

ることや、場合によっては「安心でんしょばと」を鳴ら

せないことなどもありますので、ご承知おきください。 

 

 

給食室から          

栄養士  

 ６月は、食育月間です。本校では、「“楽しく、おいし

く、みんなで食べる”という食事の場を通して、好まし

い人間関係を育成する」など６つの食育目標を目指して

指導をしています。毎月１９日の食育の日には、全学年

で食事のマナーや栄養について食育指導を行っていま

す。 

給食行事は、「ラッキーキャロット給食」、「お誕生給

食会」、「ふれあい給食」などがあります。これらを通し

て、楽しく会食することやバランスの良い食事の大切さ

が体感できるように取り組んでいます。 

給食は、栄養価を満たした食事で子どもたちの体を健

やかに成長させることに加えて、給食を通して心も豊か

に成長してほしいと思います。 

今後とも、調理員と連携し、毎日安心で安全なおいし

い給食の提供に努めていきます。 

  

 

 

6月の生活目標「健康に気をつけて生活しよう」 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡し訓練の実施      

 ６月１６日（土）、学校公開の土曜授業の際に引渡

し訓練を行います。お子さんの引き渡しは１４時１０

分頃を予定しています。詳細は

後日プリントでご案内します。

よろしくお願いいたします。 

６ 月 の 主 な 予 定 

日 曜 朝 行 事 等 

１ 金 読書 スポーツギネス始 

２ 土 
 

 

３ 日 
  

４ 月 全校朝会 委員会活動 

５ 火 ドリル 体力テスト（３・４校時） 

６ 水 学級 
B 安全指導 避難訓練（一斉下校） 

※５校時終了後 

７ 木 仲良し プール前検診（全）１３：４０～ 

８ 金 読み聞かせ 
落語出前授業４～６年 水道キャラバン４年 

調べ学習出前授業５年 

９ 土 
  

10 日 
  

11 月 全校朝会 クラブ活動 

12 火 ペアトーク 
お誕生給食会（６・７月） 

口膣衛生指導３・４年 

13 水 学級 B  

14 木 音楽朝会 スポーツギネス終 

15 金 読書 学校公開始 セーフティ教室（全：５校時） 

16 土 学級 
B 学校公開終 土曜授業 ※給食あり 

引渡し訓練（５校時） 学校説明会（９時半） 

17 日 
  

18 月 
 

振替休業日 

19 火 プール開き 水泳指導始 食育指導 

20 水 学級 B  

21 木 ユニセフ集会 ３年生５時間授業 他の学年は４時間授業 

22 金 読書 
 

23 土 
  

24 日 
  

25 月 全校朝会 読書旬間始 クラブ活動 

26 火 計算・漢字 天神っ子 

27 水 学級 B 

28 木 児童集会 音楽鑑賞教室（６年：午後） 親子読書始 

29 金 読書 定期健康診断終  

30 土 
  

31 日   

○進んで元気な声で挨拶する。 

○清潔なハンカチを身につけ、汗をよくふく。 

○遊びやトイレの後、ていねいに手を洗う。 

○雨の日の遊びを工夫する。 

 

７月１３日（金）には、給食試食会を予定しています。

年に１度の機会ですので、是非ご参会ください。 


