四小だより

７月号

令和元年６月２８日（金）
国立市立国立第四小学校
校長 市 川 晃 司

合言葉「夢いっぱい 感動いっぱい チャレンジいっぱい 国立第四小学校」

「当たり前」を見直す
校長 市川 晃司
（児童）「校長先生、どうしてプール（水泳）があるの？ ぼく、苦手なんだけど・・・」
（校長）「それはね、水遊びや水泳の楽しさを味わったり、クロールや平泳ぎなどの泳ぎ方を身に付けたりす
るためだよ。あと、体力を高めるという目的もあるね。」
（児童）「ぼく、別のスポーツ習っているから、そのスポーツで体力をつければいいと思うんだけど・・・」
（校長）「水泳の学習はね、実は自分の身を守るためにも大切なんだよ。浮いたり泳いだりできると、川や海
に行って流されてしまった時に助かるよね。」
（児童）「そうか・・・・分かった！ちょっと頑張ってみます。」

このやりとりは先週の放課後、教職員でプール開きのための準備や掃除をしようとプールへ向かっ
ていた時のものです。水遊びや水泳を行うといった、学校では「当たり前」のことに疑問をもち、私
に質問してくれた内容です。その後の職員会議で、私は教職員に水遊びや水泳指導を行う意味につい
て、児童にていねいに説明することを求めました。このように、我々学校関係者が「当たり前」に思
っていることが、時に児童の疑問や願いによって本質的な意味を問い直すきっかけなったり、改善の
必要性を示唆してくれたりすることがよくあります。
保護者の方から教えていただくこともあります。５月下旬に実施した運動会や先日開催した道徳授
業地区公開講座に関するアンケートには、肯定的な評価をたくさんいただき大きな励みになりました。
一方、改善を求める貴重なご意見もいただきました。「そうか、そういう考えもあったか」「来年度
に向けて検討し直そう」と教職員で話し合いました。また、地域の方から教えていただくこともあり
ます。６月２２日（土）の学校公開時には、「学校評議員会」を同時開催いたしました。本校の学校
教育に関して理解と識見を有する７名の方に委員をお引き受けいただき、学校運営全般について年３
回、協議をしていただくとともにご意見をいただきます。本会が学校の「当たり前」を見直し、より
よい学校づくりにつながっていることは言うまでもありません。
７月上旬から個人面談が始まります。学校の「当たり前」で疑問に感じることがありましたら、ぜ
ひ担任にお伝えください。保護者の皆様と学校のズレを小さくし、共通理解のもと協働して児童の健
全育成につながる機会になればと考えています。

【各学年からのお知らせ】
１年
①７月の時間割について ※ 水曜日も５時間授業になります。
７月から水曜日も５時間授業になります。清掃がないため、下校時刻は１４時頃になる予定です。
②地区児童会について ※ ７月１0 日（水）１４：０５～
５時間目の後、地区ごとに集まり、集団登校や地区遊びの振り返りをします。話合いが終わり次第、地区ごと
に下校をしますので、下校時刻は１４時４０分頃になります。御承知おきください。
③あさがおの鉢について ※ ７月１日（月）～８日（月）までに持ち帰り
あさがおの鉢の持ち帰りを、個人面談の日からお願いします（１年生のお子さんだけでは持ち運びができない
ため）。面談がなく御来校できない場合は、兄弟姉妹や知人の方などにご依頼ください。
夏休みに水やりなどのお世話をして、種ができたら収穫してとっておいてください。２学期にも学校で観察を
続けますので、枯れてしまってもそのまま（支柱ごと）９月に持ってきてください。９月６日（金）の保護者会
までにお願いします。
④１学期末の荷物の持ち帰りについて ※ ７月の最終週に、大きな手提げを持たせてください。
道具箱などを持ち帰るため、大きな手提げ（紙袋でもかまいません。）を１６日（火）～１９日（金）の４日
間に持たせてください。よろしくお願いします。
２年
①ミニトマトの鉢植えについて
夏休みになりますので、１９日までに持ち帰って世話をお願いします。できたミニトマトは収穫して、ご家庭で、
食べてください。２学期以降も鉢は使いますので、保管をお願いします。支柱は今後使用しません。水受けとペッ
トボトルは必要です。
②夏休みの宿題などについて
夏休みの宿題などについてのお知らせは、直前号を出してお伝えします。
３年
①個人面談
７月１日(月)から個人面談が始まります。６月２４日に配布しましたお便りをご覧になってください。短い時間
ですが有意義な時間にしたいと思っております。廊下掲示板には初めて書いた毛筆の字「二」を掲示してあります。
毛筆の墨の匂いが漂ってくるような子供たちの生き生きとした字を、どうぞご覧ください。
②地区児童会
７月１０日（水）１４：０５～
５時間目の後、地区ごとに集まり、集団登校や地区遊びの振返りをします。話合いが終わり次第、地区ごとに下
校をしますので、下校時刻は１４時４０分頃になります。ご承知おきください。
③１学期末の荷物の持ち帰りについて
道具箱などを持ち帰るため、大きな手提げ（紙袋でもかまいません。記名してください。）を７/１６日（火）
～１９日（金）の４日間に持たせてください。また、夏休み中に点検、補充、記名、整理整頓などをして、新学
期に持たせてください。よろしくお願いします。
④鉢植えの持ち帰りについて
鉢の持ち帰りを、個人面談の日からお願いします。
夏休みに水やりなどのお世話をしてください。２学期にも学校で観察を続けますので、ご家庭でもお声掛けをよろ
しくお願いします。
⑤短縄大会結果について
２週間、中休みに毎日練習し続けた短縄。子供たちは熱心に運動し、縄跳びカードも上級編に変わった児童も何
人もいました。練習の成果を出し、３年学年合同で行った短縄大会（後ろ跳び）の結果は１位江藤悠悟君、２位仲
村航君、３位小島綾花さんでした。おめでとうございます！
⑥梨園の社会科見学について
年度当初にお配りした年間行事予定の変更があります。３年生の梨園社会科見学は９月１３日（金）から、１７
日（火）に日程変更いたします。当日はお弁当は必要なく、午前中だけの見学となり帰校後給食を食べることにな
りました。雨の場合は１９日（木）に延期となりますのでご承知おきください。

４年
①プラネタリウム見学 ７月１１日（木）
理科「夏の星」の学習で、桐朋学園のプラネタリウムに行きます。水筒の準備をお願いします。お弁当の用意
は必要ありません。
②地域安全マップ発表集会 ７月１１日（木）
６月１７日（月）の地域安全マップフィールドワークでは、保護者の皆様に付き添いのご協力をいただき、あ
りがとうございました。おかげさまで、地域の安全や危険な場所、防災設備を見付け、まとめの学習につなげる
ことができました。７月１１日（木）の８時２０分から３０分まで、地区ごとに分かれて安全マップの発表集会
が行われます。保護者の皆様もどうぞご参観ください。よろしくお願いします。
③着衣泳 ７月１７日（水）
１学期最後の水泳の授業で４年生は着衣泳を行い、水から命を守るための対処の仕方を学びます。以下の持ち
物の用意をお願いします。
水泳の持ち物・プールカード・洗濯した衣服（長袖・長ズボン）・洗った靴（サンダルは不可）
フタ付き 1.5ℓ以上のペットボトル・ビニール袋（濡れた衣服用）
５年
①野外体験教室説明会について
日時：７月３日（水） １５：１５～１５：４５
場所：プレイルーム
内容：行程、持ち物 等
②集金について
野外体験教室の集金をさせていただきます。高額のため、児童には持たせずに、説明会にて保護者の皆様から
直接受け取らせていただきたいと思います。説明会前に野外体験教室費用の集金袋とお小遣いの封筒をお配りい
たします。説明会当日に出席できない方は、１２日（金）までに担任に直接お渡しください。ご協力よろしくお
願いいたします。
野外体験諸費用・・・・・・・８０００円⇒集金袋
野外体験お小遣い・・・・・・２０００円⇒封筒に名前を書いて

計・・・・１００００円

※欠席される方は、連絡帳にてお知らせください。

６年
① 個人面談について
７月１、２、４、５、８日に個人面談があります。６月２４日に配布しました手紙をご覧になってください。
短い時間ですが有意義な時間にしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
②夏季水泳指導・学習相談日ついて
夏休みに夏季水泳指導と学習相談日があります。詳しくは後日配布する手紙をご覧になってください。充実し
た夏休みになるよう声掛けをお願いします。来年からは中学生です。水泳や学習など苦手を感じているところは、
夏休み中に取り組ませてください。
③芸術鑑賞教室について
７月１２日（金）に調布市グリーンホールで劇団四季ミュージカル『カモメに飛ぶことを教えた猫』を鑑賞し
ます。持ち物等の連絡は後日しおりでお知らせします。
④その他
夏休みに向けて、学習用具を順に持ち帰ります。点検、補充、記名、整理整頓などをして、新学期に持たせて
ください。よろしくお願いします。

【学校からのお知らせ】
【夏季休業日中の予定について】 ★詳細につきましては、それぞれのプリントをご覧ください。
○学習相談日
７月２３日（火）～７月３０日（火）
○夏季水泳指導 前半：７月２３日（火）～３１日（水） 後半：８月２１日（水）・２２日（木）
○図書館開館日
７月２６日（金）
○野外体験教室（５年） ８月２０日（火）・２１日（水） 事前健診：８月１９日（月）
【教員について】
〇５月３日、宮尾沙織主任教諭に元気な女の子が誕生しました。（お知らせが遅れて申し訳ありません）
〇はばたきの松元大毅主任教諭は、今年度末まで休職いたします。よろしくお願い致します。
【道徳授業地区公開講座について】
道徳教育推進教師 小山
翔
６月２２日（土）に「道徳授業地区公開講座」を開催しました。今年度は、本校の合言葉に新たに加わった「チャ
レンジいっぱい」につながる心情や態度を育むために、「希望と勇気、努力と強い意志」の内容項目で授業を行いま
した。３校時の「意見交換会」には、多くの地域・保護者の方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。
子供たちが夢や目標を実現していくために、周囲の大人がどのように後押しできるかを考える有意義な機会となりま
した。今後も、地域や保護者の皆様とがっちりスクラムを組んで道徳教育の充実を図るとともに、本校教職員がます
ます同僚性を発揮して範を示しながら、児童の健全育成のために力を尽くしてまいります。
【夏休みの過ごし方・防災意識向上について】
生活指導主幹 副島 啓介
７月２０日（土）から夏休みが始まります。子供たちにとって有意義な時間になるよう、後日『夏休みの過ごし方』
のプリントを配布します。それを基に、ご家族でお話していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
また、『東京防災～東京マイ・タイムライン～』という、青色のリーフレットもお配りします。
ご家庭での防災意識向上に役立ててくださると幸いです。よろしくお願いいたします。

【月予定表】
7月

１年

1日

月

2日

火

3日

水

4日

木

5日

金

8日

月

9日

火

10日

水

11日

木

12日

金

15日

月

16日

火

17日

水

２年

３年
午前授業
全校朝会

４年
個人面談①

５時間授業

個人面談②

５時間授業

個人面談③

５年

６年

避難訓練

午前授業

委員会活動
野外体験教室保護者会

学力調査
集会

午前授業

わくわくタイム

個人面談④

５時間授業

個人面談⑤

地区リーダー会
地区児童会（１４：０５～）
お話会

水曜日５時間授業開始

交通安全教室

安全指導

安全指導・プ ラ ネタリウム見学

安全指導

安全指導

自転車教室

劇団四季観劇
海の日

給食終了
クラブ活動
着衣泳・水道キャラバン

18日
19日

B時程・午前授業

木

終業式

金

B時程・午前授業

デイキャンプ

20日

土

23～25日

火～木

学習相談日・夏季水泳指導

26日

金

学習相談日・夏季水泳指導・図書館開館日

29・30日

月・火

学習相談日・夏季水泳指導

31日

水

夏季水泳指導

８月

１年

26日

月

27日

火

28日

水

29日

木

30日

金

２年

３年
始業式

B時程

B時程

４年
午前授業

５年

６年

午前授業

給食開始
発育測定

委員会活動
発育測定
発育測定

