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ここに命がある。先に相手がある。

先日ある学校に出かけた時、その正門前の花壇に

小さな看板が立っていました。看板には手書きで、

捨てないで 入らないで

ここに命があります

と控え目に書いてありました。これを見て、私は、「は

つ」としました。花壇には、奥の方に庭木が育っていま

したが、手前には上の部分が多くあり、きれいに手入

れされていました。なんとなく通り過ぎる風景かもしれ

ません。ここにはまさしく命があり、『踏まず、汚さず、

いつくしむべきものがある』と改めて知りました。

私たちの身の回りには、同様に、当たり前に見てい

るものや接しているものにも、相手や命のあるものが

あります。植物や動物、生き物はもちろん、家族、友

達、まわりの人たち、そして、ネットやツールの先の人

たちもそうかもしれません。その人や命を意識し、自

分と同じように大切にしているでしょうか。

5月 12日 の土曜授業では、「道徳授業地区公開

講座」を行いました。全学級で道徳の授業を公開し、

その後、体育館にて親子講演会を開催しました。

講演会では、「ネットの向こうにも人がいる」というテ

ーマで、元東京女子大学准教授、現聖心女子大学

講師の榎本竜二先生をお迎えし、お話をしていただ

きました。下学年の部では、ゲームを通じての危険を

中心に、上学年では携帯電話やインターネット等の

危険も含めて話をしていただきました。子供たちは、

ゲームに興味のある児童が多く、ゲームを通じていろ

んな危険があるということを知り、驚いていました。ゲ

ームやネットの先にも人がいて、必ずしもいい人ばか

りではない。相手によつては危険が及ぶ場合がある

副校長  長坂 しのぶ

ので気を付けた方がよいなど、ドキッとする話も出まし

た。

日の前にないものでも、相手意識をもつことは大入

でも子供でも必要です。たとえ見えなくも、そこに「命」

があつたり「相手」力ヽ たヽりします。自分を振り返り、自

分の行動も考えるきっかけにできるといいと思います。

5月 26日 (土 )27日 (日 )は、西荻窪駅周辺を中心

に、「ハロー西荻」が行われました。地域の皆様の御

協力により高四小は、チェックポイントとイベント会場

になりました。上日共、高四小は、大人も子供もたくさ

んの人が集い、にぎやかな声があふれていました。あ

りがとうございました。

↑ ハロー西荻でのチェックポイント(昨年度)

いよいよ、6月 2日 (土)は平成30年度運動会です。

子供たちは、毎日運動会の練習に励んでいます。今

回小学校初めての運動会を迎える 1年生も、暑い中

練習を頑張つています。人数が多くなり、並ぶのも大

変ですが、日に日に覚えて成長しています。

是非、子供たちの日頃の成果を御覧にt運動会に

いらしてください。そして、声援を送っていただければ

幸いです。



6月 の生活 目標    生活指導委員会

～身の回 りをきれいに しよう～

梅雨の時期を迎えます。気温差の大きい時期で

す。そして蒸し暑さを不快に感 じる日も多くなり

ます。自分でできる心がけで、この時期を少しで

も気持ちよく健康的に過ごせることを目指して

指導していきます。

まずは身の回りから。「手洗い」「汗のしまつ」

をこまめに行えるように、清潔なハンカチや汗ふ

きタオルを身につけさせてください。

給食当番のときに着用するマスクについても、

清潔なものを使用できるようどうぞ家庭でも御

配慮ください。また、衣服についても、清潔で熱

のこもらないもの、温度差に対応できるよう、脱

ぎ着のしやすい服装を心がけさせていきましょ

つ 。

体カテス トロ水泳指導 体育部

運動会を終えると、体カテス トがあり、水

泳指導も始まります。

体カテス トでは、一週間かけて様々な種 目

を実施 し、記録をとります。一年間体を鍛え

た成果、またくこれから伸ばしていきたい力

を知るきつかけとなります。自身の全力が出

せるよう、児童自身が体調管理できるよう声

かけ等お願いします。

18日 (月 )からは、子供たちが楽しみに

している水泳指導が始まります。帽子や水着

の学年は変えられているでしょうか。指導期

間中は、安全第一で活動 します。当日の体温、

体調、手 と足の爪等の御確認をお願い しま

す。

読書旬間 図書部

もうすぐ6月 で、梅雨に入 ります。雨の

多い時期に学校図書館をたくさん利用 し、

進んで読書をしようとする態度を育てた

いと考え、読書句間を設定しています。

今回の読書旬間では、朝読書「おすすめ

の本」のカー ド書き、図書委員会の児童に

よるブックポイン トのイベン トを予定 し

ています。また、図書ボランティアさんに

よる読み聞かせも行 う予定です。

本は心の栄養です。本から新しい知識を得

たり、想像をふくらませたりしながら、本の

世界を楽しんでほしいと思います。

この機会に、ぜひ御家庭でも読書に親しん

でみてはいかがでしょうか。

本年度の校内研究  研究推進委員会

「進んで学ぶ子の育成」

―読み取つたことを表現する活動を通して一

本校では、今年度も「進んで学ぶ子の育成」を目

指 し、国語科 「読むこと」の領域の文学的文章を中

心に全教員で研究を進めていきます。それ とともに

我々教員の授業力の向上にも努めていきます。

子供たちが自ら学んでいくためには、一人一人が

学習に目的意識をもち、自分の問題 として捉えるこ

とが大切です。そのために、基礎的・基本的な知識・

技能をもとに、内容や事柄を正確に理解 し、課題や

問いに対 して自分の考えをはつきりと言葉で表現で

きる力を身に付けていくことが必要です。

昨年度の成果や課題を活かしつつ、今年度は発達

段階に応 じ、系統立てて 「読み取る力」を高めるこ

とに取 り組みます。また、より良い授業を作るため

に、授業を振 り返 り、一貫した視点をもつて取 り組

む予定です。



鯛 6月 の行事と給食献立予定

行 事 予 定 日 曜 給 食 献 立 表

【B時程】 運動会前日準備 1 金 ソースカツ丼、ほうれん草のサラダ、冷凍みかん

運動会 2 土

※運動会予備 日 3 日

振替休業日 4 月

全校朝会 読書旬間始
団SC

5 火
かみかみわかめごはん、卵焼きあんかけ、野菜ソテー

大豆とじゃこの甘辛揚げ、たくあんのごま炒め

サツマイモの苗植え(2年)      団 園 6 水 鶏ごぼうピラフ、豆乳スープ、さつま芋のフラワーチップ

羅蕨不堪晨 ξ忌

安全利用講習会(4年) 
固 7 木

ごはん、カリカリあじの干物、根菜のみそ汁、シャキシャキ和え

朝読書 眼科検診
          圏 8 金

初がつおと新生姜の炊き込みごはん、そうめんのふし汁、

いそか和え、フルーツ

9 土 |◎毎日牛乳がつきます              |
10 日 ヒ9奎食により献立が変耳になる場合があります   [

全校朝会 歯科検診(1・ 3・ 6年)

委員会活動 体力調査始
月

梅わかごはん、いわしの揚げひたし、具だくさんみそ汁

アスパラガスの辛子和え

朝読書             SC 12 火 あんかけチャーハン、ザーサイスープ、そらまめ

番磁慕繁fス電Z単轟農彗
年)    國園13 水

レモントースト、チリコンカン、こんにゃくサラダ

14 本 麦ごはん、大豆入リコロッケ、レタスのスープ、ゆかりきゅうり

朝読書 読書旬間終 体力調査終 15 金 中華菜飯、いかのチリソース、中華スープ、フルーツ

16 土

17 日

全校朝会 水泳指導始 クラブ活動 18 月 カレーライス、カラフルサラダ、手作り福神漬、あじさいゼリー

賛橿輩憲』響裁亀墨ξ
バス40 sc國

19 火
麦ごはん、じゃこふりかけ、ほっけの塩焼き、肉じゃが、

小松菜ともやしの幸子醤油和え

団圃 20 水
シーフー ドクリームライス、ゆで野菜のみそ ドレッシング、

フルーツ

音楽朝会 21 木 鮭と枝豆のチャーハン、ししゃものバリバリ揚げ、わかめス早プ

言葉の時間 模擬小中未来サミット(5・ 6年)  
固避難訓練{地区班会議}

22 金
豚飯、もずくの天ぷら、イナムドゥチ、かぶのひと塩

(杉並区選挙投票所前日準備) 23 土

(杉並区選挙投票所 会場) 24 日

全校朝会 クラブ活動 25 月 冷やし中華そば 、じゃがいももち、フルーツ

朝学習 区音楽鑑賞教室(5年) SC 26 火 麦ごはん、とり天、だご汁、キャベツのおかか和え、かぼすセ
゛
リー

27 水 ひじきごはん、魚のレモン焼き、呉汁、切干と胡瓜の酢の物

曇曇療庭委萱曇
掃なしで5r時まで】   固28 木

ジャンバラヤ、白いんげん豆とトマトのスープ、カリカリごぼう

朝学習 防災館見学(4年)定 期健康診断終
   圏学校運営協議会

29 金
丹後のまつぶたずし、豚バラと大根のたいたん、水無月

30 土

「朝遊び」 8:00～8:10      SC スクールカウンセラー来校 日6/5(火)6/12(火 )6/19(火)6/26(火 )

国

囲

「遊ぼう会」
「校庭開放」

※ 12日 (火)体カテス ト準備のため朝遊びはありません。

15:45～ 17:00

休 )14:30～ 17:00、 (土)(日 )は 13:00～ 17:00、

※ 3日 (日 )前 日、運動会終了であれば 13:00～ 17:00
4日 (月 )振替休業 日9:00～ 17:00


