
 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 校庭の木々も青々と茂り、学級園では、土が耕され、

種が植えられ、苗も成長しつつあります。子供たちも、

新しい学年に慣れ、朝遊びの時間や休み時間には、

元気よく遊んでいます。また、各学年の遠足、そして

移動教室を通して学年学級のまとまりも少しずつ見え

るようになりました。 

本校には、現在５２８名の子供たちが在籍していま

す。一人一人がそれぞれの個性をもち、互いに違い

を認め合い、支え合いながら学校生活を送っていま

す。その中で、よりよい人間関係が築いていけるよう

に、教職員一同子供たちを支える努力をしています。 

528名という集団の中での生活において、よいこと

ばかりでなく、トラブルが起こることもあります。その時

には、どのようにトラブルを解消することができるか、

子供同士のコミュニケーション力も大切になってきま

す。また、大人として、教師として、親としての対策も

必要です。 

 

いじめに対する本校の取組 

平成２５年９月に「いじめ防止対策推進法」が施行

され、本校でも、平成２６年に「いじめ防止基本方針」

を策定し、いじめ対策委員会を設置しています。本校

のいじめ防止基本方針については、ホームページに

も掲載していますのでご覧ください。また、SNSを利

用して友達とのコミュニケーションを取ることが多くなり、

その中での行き違いがトラブルを生むこともあります。 

さらには、ネットを通じて様々なトラブルがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副校長 若尾 美暢 

 

そのトラブルを防ぐために下記の通り、三谷 SNSル

ールがあります。ご家庭でもトラブルから身を守るた 

めに、SNSを利用させる際、使い方のルールを作り、

それを守りながら使えるように指導してください。 

今月は、｢ふれあい（いじめ防止強化）月間｣。新し

い生活に緊張感をもって過ごしていた 4月と比べ、

様々な人間関係を築きつつある頃です。現在、いじ

め予防・早期発見に向けて、本校のスクールカウンセ

ラーによる５年全員面接を実施しています。また、日

頃から、子供たちの様子について観察をしております

が、あらためて、全校で、いじめ発見チェックシートや

アンケート（年３回）を行い、実態把握に努め、児童間

のトラブルに関する情報収集・共有をします。どの子

供たちも、友達や先生に会いたいと登校してくる学校

を目指していきます。 

保護者の皆様には、先日、「いじめのサイン発見シ

ート」を配布させていただきました。子供たちの「登校

前」「下校後」「就寝前」「就寝後」に、チェックするとよ

い事例や、「いじめ」る側になっている場合の事例も

載っています。こちらを参考にご家庭でも子供たちの

様子を見ていただき、いつもの生活とは違う様子があ

りましたら、ご家族だけで悩まず、学校に相談くださ

い。 

いじめは、ないものではなく、どこでも誰にでもおこ

りうるものです。全児童が、安心かつ安全に学校生活

が送れるよう、全校で、全家庭で、わが子のそして子

供たちの気持ちを大切にすることを心掛け、「命を大

切にする」ということに取り組んでいきましょう。  

  

  

 

 

 

  

平成３０年６月１日             

学 校 だ よ り                          

ＮＯ.５１６  

杉並区立三谷小学校 

子供たちが友達や先生に会いたいと登校してくる学校

へ 

三谷 SNSルール 

〇 一日の利用時間と終わりの時刻を決めよう。  

〇 使用してよい場所を決めよう。 

〇 フィルタリングを設定しよう。         

〇 自分や友達の個人情報や悪靴を書き込まないようにしよう。 

○ 大切なことは直接言おう。 

職員室の前の掲示板に、「生徒・児童のネットマナー」について保護者向けの内容のものを掲示しました。来校された際、ぜひ参考にご覧いただければと思います。 

みんなでつくる わたしの いきいき生活  アクティブライフ運動推進中 
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みんなと一緒に学ぶための特別支援教育 

      さんや教室 箱崎宏史 西尾靖子 城石敬士 佐谷修 

 

 今年の四月から特別支援教室「さんや教室」がスタートしました。特別支援教室は、“集中力が続か

ない”“友達の輪に入りたいけど入れない”など集団生活をする上で困っている子供たちを、サポートす

る場です。 

さんや教室に通ってくる子どもは、週１～２時間ほど小グループでの学習を行います。自分の考え

を相手に分かりやすく伝えたり、気持ちを整理したりする活動を行っています。すべての活動は、み

んなと一緒に教室で学ぶために行っています。 

また、さんや教室担当の教職員は、さんや教室での学習だけではなく、各クラスで学習していると

きにも支援を行っています。付きっきりで支援するのではなく、困ったときに助け合える関係を築け

るようにと考えています。学級担任や専科教員とも話し合いながら、子供たちにとってより過ごしや

すい教室・学校になるように協力しています。 

すべての子供たちは教育を受ける権利があります。特別支援教育は、すべての子どもが安心して学

校で学ぶためにあります。さんや教室での学習だけでなく、電子黒板を使って視覚的にとらえやすい

授業づくりや必要に応じた個別の言葉かけなど、各学級で子供たちに合わせた指導の工夫をしていま

す。 

心配なことがある場合や相談したいときには、まず担任や特別支援コーディネーター（湯澤、前川）

にご相談ください。 

いじめ対策委員会 
                           生活指導主任 大畑 伸悟 

本校では、子供たちが安心して学習やその他の活動に取り組めるよう、学校の内外を問わずいじめが

行われないようにすることを旨として、以下のような基本方針を策定しています。 

＜いじめの定義＞ 

「いじめ」とは児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関

係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる

ものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。 

＜いじめ問題への基本的な考え方＞ 

いじめの発生を見逃さず、学校として組織的にかつ迅速に対応するためにいじめに対する認識を全

教職員で共有する。また、いじめは、どの学校、学年、学級でも起こりうるものという基本認識に

立ち、すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。 

本校では、年に３回（学期に１度）、いじめに関するアンケートを実施し、実態把握に努めています。

この調査結果をもとに、学校内に組織されている「いじめ対策委員会」において事案の検討がなされ、

解消に向けた具体的な計画を立てていきます。また、日常的にも、週に１回の生活指導夕会で、子供た

ちの気になる行動の報告をし合うことで、情報を共有し、問題の早期発見・対応・解決を目指していま

す。最後に、ご家庭へのお願いです。いじめや自殺の防止、不登校の予防には、普段からの見取りが重

要になってきます。子供の表情や様子、発した言葉等に気になる点があったときには、学校にもご連絡

ください。お互いに兆しを見逃さず、連携して対応していきましょう。また、インターネットを通じて

行われるいじめや各種犯罪については、６月土曜授業の「セーフティ教室」でも取り扱います。 



見えないけれど 大切なもの 

校長 加納 直樹 

  

４月・５月は、１年生から４年生まで、それぞれの学年と一緒に遠足に行ってきました。どの学年

の子供たちも本当によく頑張りました。一生懸命に歩き、友達と協力して活動する姿に、確かな成

長を感じました。保護者の方には、事前の準備などありがとうございました。  

子供たちは、遠足を通じて、「自然を大切にする気持ち」「頑張ったからこそ感じる楽しさ」「仲間

と力を合わせることの大切さ」などを学んだことと思います。  

 

さらに先週は、５年生と２泊３日の富士学園移動教室に行ってきました。親元を離れ、友達と過

ごす３日間は、楽しみでもあり不安でもあったと思いますが、大自然の中で友達と協力して思い切

り活動し、数多くの体験からたくさんのことを学ぶことができました。何よりうれしかったことは、移動

教室の目標に掲げた「人を大切にすること」「感謝の気持ちをもつこと」をどの場面でも子供たち全

員がしっかりと実践していたことです。私自身も楽しく、気持ちの良い移動教室でした。   

 

 Mt.Fuji    と    １１５名の５年生 

                                                   

先日の朝会では、「見えないけれど 大切なもの」という話を子供たちにしました。  

世の中の大切なもので、目には見えないもの、見えないことがあります。例えば、空気です。空

気がなかったら生きていけません。これは、目には見えません。言葉もそうです。しゃべっている声、

「音」は目には見えません。  

他にも、「目には見えないけれど、大切なもの」があります。  

それは、子供たち一人一人の「心の中にあるもの」です。  

困難なことから逃げずに頑張ろうとする気持ちとか、友達への優しさとか、素直さとか…他にもた

くさん「目には見えないけれど、大切なもの」があります。  

苦手なことも頑張ったり努力したりしている人は、友達の頑張りや努力がわかります。  

友達を思いやり、優しくする人は、友達の思いやりや優しさがわかります。  

このように努力する人、優しい人には、「感じる力、分かる力」という「大切な心」が育っていると思

います。・・・という話をしました。子供たちの心の中の大事なものを大切に育てていきたいと思いま

す。 

子供たちの心身の健やかな成長のために、これからも保護者の皆様・地域の皆様のご協力、ご

支援をよろしくお願いします。 

 

 



６月 学 校 行 事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学 校 行 事 

１ 金 
安全指導日 全学年５時間授業 

避難訓練（初期消火２・３年）        

４ 月 児童朝会 委員会活動            

５ 火 
読み聞かせ 食育調査（５・６年） 

移動教室前検診（６年） 

６ 水 

弓ヶ浜移動教室（６年）８日まで 

ラグビー授業（５－１・５－２） 

水曜６時間授業 

７ 木 言葉の学習 松花堂弁当（１年） ＳＣ 

８ 金 

外遊び 口腔保健指導５年  

農芸連携授業（２年） 

鍵盤ハーモニカ講習会（１年） 

11 月 児童朝会（学年・学級） 午後水曜時程 

12 火 水曜時程 口腔保健指導（４年） 

13 水  

14 木 
音楽朝会 水泳指導始 交流給食 

口腔保健指導（３年）      ＳＣ 

15 金 運動タイム 色覚検査（２年） 

18 月 
児童朝会 卵焼き実習（３－１） 

ユニセフ募金（２２日まで） 

19 火 

読み聞かせ 口腔保健指導（６年） 

心のバリアフリー河合さんの話（４年） 

卵焼き実習（３－２） 

20 水 
クラブ活動 

柿木図書館ブックトーク（２年） 

21 木 
言葉の学習 ラグビー（５－３）  

卵焼き実習（３－３）      ＳＣ 

22 金 外遊び 

23 土 
土曜授業 セーフティ教室 

野井先生特別授業（５・６年） 

25 月 児童朝会（学年・学級）  

26 火 読み聞かせ 音楽鑑賞教室（５年） 

27 水 校内研究授業（６－３） 

28 木 児童集会 保護者会（高）   ＳＣ 

29 金 運動タイム 全校５時間授業 

学校運営協議会 

日時：6 月 23 日（土）11：50～12：50 

議題：学年学級経営方針・目標について 

（グループ協議）公開会議はありません。 

６月になると気温や湿度が上がり、汗をかきやすい

反面、乾きにくくなります。また、菌などが繁殖しや

すい季節でもあるため、食中毒などが起こる危険性も

あります。 

病気のもとになる菌やウィルスは目に見えません。

汚れていないように見えても、自分の手や鉛筆、教科

書などには多くの菌が付着しています。そのため、遊

んだ後だけでなく、食事の前にも正しい手洗いをする

ことが大切です。また、汗をかいた服をそのまま着て

いると、体が冷えて病気になりやすくなります。自分

で衣服の調節をしたり、汗をこまめにふいたりするこ

とも大切になってきます。 

３年生以上では、保健学習で「身のまわりの清潔」

「病気の予防」などの学習を行います。体を清潔に保

つ方法だけでなく、その理由や科学的根拠を知り、実

際の生活の中でも、自分で考えて行動していけるよう

に指導していきます。 

最後に、ご家庭へのお願いです。学校で持ち物のチ

ェックを行うと、ハンカチ、ティッシュを持って来て

いない子供たちがいます。特にハンカチは、常に身に

付けていないと、濡れた手を服で拭いたり、空中で水

を切って床を濡らしたりすることになり、衛生的では

ありません。毎日清潔なハンカチを身に付ける習慣が

付くよう、ご協力をよろしくお願いします。 

※近隣から不審者情報が寄せられています。子供たち

には、複数でまとまって登下校する、防犯ブザーを身

に付ける、夕方以降は人通りのある道を通ることなど

を伝えています。また、何かあったときには、すぐに

１１０番通報をお願いします。 

～ お 知 ら せ ～ 

23 日（土）野井先生による特別授業（PTA 共催） 

 ９：１０～１０：００  体育館 

日本体育大学 野井真吾教授 

「早寝早起き朝ごはん」から「光・暗やみ・外あそび」へ 

「自分でつくろう 自分の脳」 

 

 

６月 生活目標  

身の回りを清潔にしましょう 


