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     自己肯定感を高めるために 

校長 浅川 縁 

 

 先日の開校95周年記念運動会では、開会時刻の変更に

もかかわらず、ご理解と大きなご声援をいただきまして

ありがとうございました。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、並びに、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

た大人の結集力に、地域協働学校として心強く感じまし

た。心よりお礼申し上げます。 

 さて、人間の脳は失敗などの負の経験は忘れようとし、

成功などの正の体験は増幅して記憶するといわれていま

す。成功の喜びは心地よく体に充満し、人格形成に直結

します。乳幼児期から褒めることが穏やかな人柄を育て

るのに欠かせないといわれる所以です。叱るべきときは

叱りますが、褒めるときは大いにその良さを褒めたいも

のです。 

褒められることによって、①苦労や困難と感じたこと

が軽減されたり解消されたりする。②精神的に安定し、

自己受容や自己理解が深まる。③そのことによって、自

分の可能性を信じ、前向きに取り組むようになる。これ

らが褒める言葉のもつ大きな力です。 

褒めるときは、その素質や偶発的な出来事よりも、本

人の意欲や継続的な努力を褒めることが大切です。大し

た努力もしないでできたことを褒められても、向上心は

刺激されません。子どもが本当に「褒められたいと思っ

ていること」を見付け、タイミングよく褒めてあげるこ

とが大事です。運動会では、子どもが望む結果に向けて

全力で努力し、協力する姿があり、まさに褒めるべき時

だったと思います。この学習の成果が、自己肯定感を高

め、今後の学校生活に大いに生かされると期待します。        

今月はふれあい月間です。学校での取組みとともに、

ご家庭での対話や親子読書もお願いいたします。 

中旬の学校公開では、子どもたちの教室での頑張りに

励ましのお言葉をくださいますよう、ご参観をお待ち申

し上げます。 

 

 

 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 ８日(木) ９日(金) １０日(土)  

※１０日(土)  B時程の５時間授業(8:30始まり) 

学校説明会(9:30~10:00) 

※１２日(月)  振替休業日 

 

 

 

水泳指導について            水泳担当 

 今年度も６月１９日から９月１１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。 
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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13日（火）～23日（金） 

    親子読書期間 ６月15日（木）～21日（水） 

２回目 10月23日（月）～11月２日（木） 

    親子読書期間 10月26日（木）～11月１日（水） 

３回目 ２月13日（月）～23日（金） 

    親子読書期間 ２月13日（火）～21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７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、「“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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡し訓練の延期      

 ６月１０日（土）に予定していました引き渡し訓練

ですが、今回は延期をさせていただきます。 

 今後の実施につきましては、決まり次第詳細をお手

紙でお知らせいたします。 

６ 月 の 主 な 予 定 

日 曜 朝 行事等 

１ 木 仲良し スポーツギネス始 ふれあい給食（４年）  

２ 金 読書 
 

３ 土 
 

 

４ 日 
  

５ 月 全校朝会 オリパラ・フラッグツアー 委員会活動 

６ 火 計算・漢字 体力テスト 

７ 水 安全 B 避難訓練（一斉下校） 安全指導 

８ 木 体育 学校公開始 プール前健診（全） 

９ 金 図書 
 

10 土 学級 B 学校公開終  学校説明会 

11 日 
  

12 月 
 

振替休業日 

13 火 
放送朝会
計算 

読書旬間始 

14 水 学級 B ４時間授業 

15 木 
ユニセフ
集会 

親子読書始 

16 金 読み聞かせ スポーツギネス終 

17 土 
  

18 日 
  

19 月 プール開き 水泳指導始 クラブ活動 

20 火 計算・漢字 小学生フォーラム（６年）  

21 水 学級 B 親子読書終 

22 木 児童集会 自転車交通安全教室（３・４年） 

23 金 読書 お誕生日給食会（６・７月） 

24 土 
  

25 日 
  

26 月 全校朝会 クラブ活動 

27 火 計算・漢字 音楽鑑賞教室（６年） 

28 水 学級 B 

29 木 音楽 ６年以外 ４時間授業 

30 金 読書 定期健康診断終 歯と口の健康教室（１～３年） 

7/1 土 
  

7/2 日   

7/3 月 全校朝会 ふれあい給食２年 委員会活動 

○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７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。 


