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好奇心を大切にして 

校長  新井 正一 

先日の運動会は、3 年ぶりに保護者やご来賓の皆様に

ご参観いただきましたが、感染症対策として、中・低・

高学年の入れ替え制で実施させていただきました。１,

２,３年生は初めて、４,５,６年生は久しぶりに参観者の

前で取り組んだ運動会でした。そのためか、子どもたち

も力が入っていたと思いました。暑い中ご来校いただき、

子どもたちの演技や競技に対して大きな拍手をいただき

ました。子どもたちもその拍手や保護者等の眼差しを励

みにして、練習の成果を如何なく発揮していたと感じま

した。また、ＰＴＡ保護者の皆様には、受付や学校周辺

のパトロールを行っていただきました。ご協力に感謝い

たします。暑い日となり、熱中症が心配されましたが、

保護者の皆様がお子さんに朝食をしっかり食べさせてか

ら送り出してくださったので、子どもたちは朝から元気

に取り組むことができました。ありがとうございました。

学校も熱中症対策として、子どもたちに日陰で参観させ

たり、こまめに水分補給するように伝えたりしました。 

22 日（水）には、開校 100 周年を記念して航空写真

や集合写真を撮影します。当日は、暑い日になることが

予想されます。運動会と同様に、熱中症対策をしたうえ

で実施していきますが、改めて保護者の皆様のご協力を

お願いいたします。 

最近、自宅近くで、鶯（うぐいす）が『ホーホケキョ』

と朝から鳴いていました。鶯は「春告鳥（はるつげどり）」

と言われているので、夏のイメージではありませんでし

た。しかし、「梅雨雲（つゆぐも）のうぐひす鳴けりこゑ

ひそか」（作：水原秋櫻子）という句もあり、本当のとこ

ろどうなのかを調べてみました。すると、『ホーホケキョ』

とさえずるのは、繁殖期を迎えたオスが自分の縄張りに

メスを呼ぶために発する鳴き声で、7 月半ば頃まで聞く

ことができるということが分かりました。無頓着に過ご

してきた自分を恥じるとともに、体験を通して、知らな

かったことが明らかになると清々しい気持ちになること

を改めて実感しました。好奇心の大切さを改めて感じま

した。昨年、ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎先生

も『研究の醍醐味は好奇心』であるとおっしゃっていま

した。知らないことや分からないことを追究したい気持

ちが大切であることは、研究も学習も同じです。 

運動会も終わりましたので、子どもたちには、6月か

らは体育以外の教科の学習等にも力を入れて取り組んで

ほしいと思っています。24日（金）、25日（土）は学校

公開日になっています。子どもたちが教室での学習にも

一生懸命に取り組む姿を皆様にご覧いただきたいと思い

ます。感染症対策を実施しての参観となります。皆様の

ご理解とご協力を今後ともよろしくお願いいたします。 

 

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

向けた取組の一つとして「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。 

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。改めてご協力をお願いします。 

※ふれあい月間に合わせて、あいさつ運動を6／6（月） 

～7／12（火）まで実施します。よろしくお願いします。 

 

学校公開について 

教務担当  

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

方のご来校をお待ちしております。 

６月２４日(金)・２５日(土)  

※２４日(金)  セーフティ教室 

         １～３年―４校時 

         ４～６年―５校時 

         意見交換会―６校時 

※２５日(土)  学校説明会 ９：３０～ 

 

 

 

        国際交流学習―２～３校時 

        （詳細は裏面をご覧ください。） 

引き渡し訓練－５校時終了後 

 ※２７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   

 今年度は６月２０日（月）から７月１９日（火）まで

水泳指導を行う予定です。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。 

学校便り             No.499 

参加される場合は予約が必要です。 

事前に学校まで連絡してください。 
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見守り隊による一斉下校について 

生活指導主任  

本日は今年度２回目の一斉下校訓練でした。台風など

の風水害を想定して避難訓練を実施しました。PTA 校外

さんだけでなく、大久保地域見守り隊にもご協力をいた

だき、一緒に訓練を行い、下校コースの見守りをしてい

ただきました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

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増やしたり、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みてください。 

１回目 6月14日（火）～6月30日（木） 

   親子読書期間 6月24日（金）～ 7月1日（金） 

２回目 10月17日（月）～ 11月7日（月） 

   親子読書期間 10月20日（木）～ 26日（水） 

３回目 2月6日（月）～ 18日（土） 

   親子読書期間 2月8日（水）～ 14日（火） 

 

 

国際交流学習 

特別活動担当         

 様々な国の人々とのコミュニケーションを経験して、

異文化を積極的に理解し、尊重しながら外国の人々と接

する態度を身に付けることなどをねらいとし、本校では

毎年「国際交流学習」を行っています。ぜひ、保護者の

皆様もご参観ください。 

日 時   ６月２５日（土） 

２校時・・・１・３・５年 

３校時・・・２・４・６年 

場 所   各教室 

※今年度は、低学年はマダガスカル、中学年はインド、 

 高学年は中国について学びます。 

 

 

引き渡し訓練 

生活指導主任  

本校では、万が一の場合に備え月に1回、様々な場合

を想定した避難訓練を実施しています。6月25日（土）

の5校時終了後には、大地震が発生したことを想定した

「引き渡し訓練」を実施します。引き渡し訓練時には、

保護者等の方にブルーカードを持ってきていただき、提

出済みのピンクカードと照合後にお子さんを引き渡し

ます。なお、兄弟姉妹がいる場合は、上の学年からの引

き渡しとなります。年に１回の訓練ですので、是非ご参

加ください。 

 

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 B 
避難訓練・一斉下校 

（安心安全パトロール１３：００～１５：００） 

2 木 仲よし 安全指導 理科実験名人（５）３・４校時 

3 金 読書 都学力調査（５） 教育実習終 

4 土     

5 日     

6 月 全校 
あいさつ（ネコA） 委員会活動 

まなびの教室保護者参観日 

7 火 学級 あいさつ（ネコA） 

8 水 Ｂ   

9 木 音楽 あいさつ（ネコB） プール前健診（全） 

10 金 読み聞かせ あいさつ（ネコB） 

11 土     

12 日     

13 月 全校 あいさつ（ペンギンA） クラブ活動 

14 火 体育 
あいさつ（ペンギンA）      

読書旬間始     体力テスト始 

15 水 B 社会科見学（６）午前 

16 木 ユニセフ集会 あいさつ（ペンギンB） 都学力調査（４） 

17 金 読書 あいさつ（ペンギンB）体力テスト終 

18 土     

19 日     

20 月 全校 
あいさつ（イヌA） プール開き   

クラブ活動 

21 火 ドリル 
あいさつ（イヌA） 天神っ子 

地域の歴史を知ろう（６） 

22 水 B １００周年航空写真撮影（午前） 

23 木 
集会 

（図書委） 
あいさつ（イヌB） 航空写真撮影予備日 

24 金 読書 
あいさつ（イヌB） 学校公開日①  

セーフティ教室 親子読書始 

25 土 B 
学校公開日②  

国際交流学習 学校説明会 引き渡し訓練 

26 日     

27 月   振替休業日 

28 火 放送 あいさつ（イルカA） 水泳指導始  

29 水 B あいさつ（イルカA） 

30 木 学級 親子読書終 定期健康診断終 

○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。 

 


