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     「かわいい子には旅をさせよ」 

校長 浅川 縁 

 先日の運動会では、子どもたちにご声援・励ましをく

ださり、ありがとうございました。子どもの努力に対す

る労いや褒めの言葉をかけてくださったので、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、ＰＴＡ役員の方々を中心とした大人の

結集力を心強く感じました。心よりお礼もうしあげます。 

さて､｢かわいい子には旅をさせよ｣ということわざが

あります。引きこもりやニートなどの若者の再出発を支

援している方のお話の中にも、同じ意味を捉えることが

できます。 

『◆人間として必要な｢3つの能力｣―｢行動する力・考え

る力・人と関わる力」を意識して子どもを育てなければ

ならない。親は｢友達親子｣ではなく、あくまで親として、

「子供を大人に育てる」本来の役割があり、そのために

は「子供の価値観を育ててあげる」ことである。 

◆子供のうちにたくさん失敗を体験すべきである。大人

が困難を全て取り除いてはいけない。自分の力でやらせ

る。失敗そのものより、それを克服する体験が子供を一

回り大きくする。「それでもダメなら、次はこれをやって

みよう」と、失敗と挑戦を繰り返す中で、たくましさと

同時に物事に対する柔軟性と価値観を身に付ける。 

◆多くの体験をさせることが大事である。失敗体験がな

く克服をしたことがない子は、勉強やスポーツで優れた

面をもっていても内面は非常にひ弱である。失敗を恐れ、

少しでもうまくいかない可能性があるとやろうとしない。

親が目の前に転がる「石」を全て取り除いた結果、子供

はつまずくきっかけをも失う。親が何でも子供のするこ

とに口を出し子供を抱え込んでも、「囲い」から出して自

分の足で歩かせなければ、子供の「生きる力」は養えな

い。自分の力で一つずつハードルを乗り越えなければ、

何かを成し遂げたという自信が子供の中に芽生えない。

◆子供の目の前の「石」は、その子に与えられた成長の

きっかけ・チャンスである。かつて親に「石を」取り払

われた結果、「生きる力」を失って途方に暮れる若者も多

い。子供が小さいうちに、たくさん失敗をさせ、一人で

立ち上がるように見守ることが大事である。』 

もちろん、放任ではなく親の愛情を注ぐことが前提で

す。本校の児童の「自立」とも通じます。 

｢ふれあい月間」、共に子どもの育成を考えましょう。 

 

 

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３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 ９日(木) 情報モラル教育授業（５年生） 

１０日(金) 大久保図書館ブックトーク 

       （３年・２校時）（２年・３校時） 

       （５年・６校時） 

  １１日(土) 月曜時程５時間授業(8:30始まり) 

学校説明会(9:30~10:00) 

陸上教室 

（３校時：3・4年、４校時：5・6年） 

※１３日(月)は振替休業日となります。 

 

水泳指導について            水泳担当 

 今年度の水泳指導は、６月２０日（月）のプール開き

から、９月１２日（月）のプール納めまで行われます。 

 毎年、子どもたちは、自分の能力に応じた学習のめあ

てをもって水泳の授業に臨んでいます。めあてを意識し

て学習したり、夏季水泳指導も含めてたくさん泳いだり

することで、泳力を高めていきます。今年もプールでの

学習を楽しく、一人一人に力がつくように指導していき

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。水の事故は、海、川、湖

などの自然環境において着衣のまま発生することが多い

です。本校では夏季休業前に全学年が着衣泳を行い、水

の事故を未然に防いだり、事故に遭った場合に浮いたり

呼吸を確保したりする方法を学びます。 

 水泳指導や着衣泳の実施が近くなりましたら、持ち物

等をお知らせしますので、ご準備をよろしくお願いいた

します。 
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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。また、親子読書をお願いします。一緒

に本を読む、読み聞かせをする、子どもに読み聞かせを

してもらうなど、親子読書で親子の触れ合いを増やして

いってください。 

１回目 ６月１日（水）～１１日（土） 

    親子読書期間 ６月２日（木）～８日（水） 

２回目 11月７日（月）～１８日（金） 

    親子読書期間 １１月１０日（木）～１６日（水） 

３回目 ２月１日（水）～１３日（月） 

    親子読書期間 ２月２日（木）～８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１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活動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。もちろん学童へ送る

ことと同様、個別の事情には応じることができます。ご

理解とご協力をお願いします。 

 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、「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、食育目標として、

「“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

目標を目指して指導をしています。 

給食は、実際の食材や料理を見ながら食育指導ができ

る、生きた教材です。 

献立作成にあたっては、旬の食材を積極的に取り入れ、

季節感を大切にしています。日本の文化伝統を知ること

のできる行事食や地域の食文化の継承につながる郷土

料理、様々な食文化にふれられる世界の料理などを取り

入れています。 

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。 

材料費や栄養価の調整をしながら、子どもたちの好み

を取り入れ、毎日の献立に思いを込めて作成しています。

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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 月 の 主 な 予 定 

日 曜 朝 行事等 

１ 水 読書 B 避難訓練（一斉下校） 読書旬間始 

２ 木 仲良し ふれあい給食（２年） 

３ 金 読書  

４ 土 
  

５ 日 
  

６ 月 全校朝会 美術鑑賞教室（４年） 

７ 火 読書 プール前健診（全学年） 

８ 水 安全 B 安全指導 

９ 木 音楽 学校公開始 情報モラル教育授業（５年） 

10 金 読み聞かせ 
 

11 土 学級 
特B 学校公開終  読書旬間終  学校説明会 

陸上教室（３～６年) 

12 日 
  

13 月 
 

振替休業日 

14 火 
放送朝会

計算 
体力テスト 

15 水 読書 B 午前授業 

16 木 
ユニセフ

集会 
お誕生日給食会（６・７月） 

17 金 漢字 
 

18 土 
  

19 日 
  

20 月 プール開き 水泳指導始 クラブ活動 

21 火 計算 自転車交通安全教室（３～６年） 

22 水 読書 B 午前授業（６年生を除く） 

23 木 児童集会 
 

24 金 漢字 
 

25 土 
  

26 日 
  

27 月 全校朝会 クラブ活動 

28 火 計算 音楽鑑賞教室（６年） 

29 水 読書 
 

30 木 音楽 定期健康診断終 天神っ子 

7/1 金 読み聞かせ ふれあい給食（４年） 

○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８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。 


