
７月号 
 

 

 

 

 

教育目標「すすんで考えやりぬく子 心ゆたかでたくましい子 なかよく助け合う子」 

見えない部分 
副校長 

 

 日頃より保護者､地域の皆様には学校の教育活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうござ

います。 

この１学期は、新型コロナウイルス感染症予防のために緊急事態宣言、そして延長が行われました。

そんな中でも学校の新しい生活様式を守って子供たちは安全で安心できる学校生活を送ることができ

ました。いつものようには行動できないこともあり、我慢をしていたかもしれません。その我慢は辛抱

強さを生み、子供たちも見えないところで成長しています。 

先日、高井戸第三小学校学校支援本部より、七夕の孟宗竹を子供たちのために３本も寄贈していただ

きました。とても立派な竹です。この機会に、このまっすぐで美しい竹について調べてみました。春に

なると地表に出てきた筍は見る見るうちに伸び始め、周りが竹のように堅くなっていきます。成長のス

ピードには驚かされます。でもその成長の速さには４年間もの月日が必要なのだそうです。地中に芽生

えた竹の芽は最初の４年間は地表には出ません。その４年間に地中に根を張って太く長い幹を支える基

盤ができています。しっかりとした基盤ができた竹の芽は、筍として地表に姿を現し、またたくまに竹

として成長していくのです。根がしっかりできているからこそ太く長くしなやかな竹を支えることがで

きるのです。 

子供たちの成長も同じではないかと思います。はっきりと目に

見える成果が出ないときも根が成長している時かもしれません。

今は目に見えなくても着実に子供たちは進化し、成長しています。

いつかきっと成果が見えてきます。今は目標をしっかり定め、う

まくいかないときも辛抱強く努力する姿を見守りましょう。努力

に無駄はありません。子供たちの日々の努力を認め、励まし続け

ていれば、基盤がしっかりとした人に育ちます。そして、周りが

驚くほどぐんぐん伸びる伸長期を迎えることでしょう。 

 

 

 

 

                                             生活指導部                                
１学期も最後の月となりました。今年度も新型コロナの関係で緊急事態宣言が続き、子供たちは精神

的にも体力的にも疲れていることと思います。心身ともにゆっくり休める夏休みであってほしいと考え

ています。夏休みの期間、以下のことについて気を付けてください。 

〇 不審者等による被害から身を守る 

子供だけで外出するときは「いつ」「どこで」「だれと」「いつ帰る」を確認してください。 

〇 交通事故から身を守る 

交通ルール（特に、自転車のルール）を確認してください。 

〇 よりよい友達関係を築く 

 物の貸し借りはしないように注意してください。（ゲームやカード、お金のやり取りはトラブルの元

です） 

〇 健康な毎日を過ごす 

 コロナ対策（手洗いや消毒、マスク着用、３密を防ぐ 会食など）、熱中症対策（水分補給、直射日

光を避ける、通気のよい服装、など）をしてください。 
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「夏休みの過ごし方について」 



 

 

 
 

１－１                

おどりをおぼえるために、おうちでおどり 

のれんしゅうをがんばりました。４０メート

ルそうでは、１いになれなかったけど、たの

しかったです。おどりもかけっこもたのしか

ったです。 

１－２             

 ４０メートルそうでは、ともだちにかつこ

とができなくてくやしかったです。いっしょ

うけんめいはしることができてよかったで

す。 

１－３             

はやくはしることができるように、おとう

さんとこうえんできょうそうしました。おど

りのれんしゅうは、いえでもしました。ほん

ばんは、かっこよくおどることができました。 

２－１              

 ぼくは体いくさんかんで、走ることとおど

ることをがんばりました。おどりはぜんぶう

まくできたけど、50メートル走は２いだった

ので、くやしかったです。つぎは、もっとが

んばりたいです。 

２－２              

 わたしは、「体いくさんかん」の「はしりが

き」のダンスで、元気よくおどれてよかった

です。ダンスではきれいな色の青い魚のよう

な水色のフリンジをつけておどれたのでうれ

しかったです。 

２－３           

 さいしょはダンスができなかったけれど、

れんしゅうをくりかえしいるうちに上手にな

りました。本ばんは、おかあさんとおとうさ

んが見ていてきんちょうしたけれど、かっこ

いいことろを見せようとがんばったらすごく

上手におどれました。 

２－４            

 わたしは 50 メートルそうをがんばりまし

た。力いっぱいぜんりょくで、えがおではし

りました。きんちょうしたけれど、えがおで

体いくさんかんができてよかったな、せいこ

うしてよかったなと思いました。 

３－１              

ぼくは８０ｍ走の練習をがんばりました。

お父さんからスタートのやり方や手のふり

方、体の向きを教えてもらいました。結果は

３位でしたが、お父さんにはかんしゃしてい

ます。４年生になったら１位になりたいです。 

３－２            

ダンスでは、大きくえがおでおどってみた

ら、少しもはずかしくありませんでした。ま

た、はじめの言葉では、とてもきんちょうし

たけど大きな声ではきはき言えました。楽し

かったです。 

３－３                

うでふりの練習をし、最初はうまく走れる

かなぁと思いました。そしてがんばろうと思

いました。練習通りうでをよくふって思いっ

きり走ったけど結果は 3 位でした。次はうで

をふるだけでなく前を見ながら走りたい。 

４－１             

ダンスは、クラスごとや列ごとに行動する

ところが多かったけどがんばりました。はじ

め、なわとびを使うと聞いてびっくりしまし

た。だけど、本番はなわとびに引っかからず

にせいこうしてうれしかったです。 

４－２              

 わたしは準備運動のとき、前に出てお手本

をしました。たくさんの人の前に出たのでと

ても緊張しました。けれど、上手にできたの

でよかったです。５年生では、１００走でい

ろいろなコツを使い１位になりたいです。 

４－３            

ぼくは、体育参観でダンスと８０ｍ走を頑

張りました。練習ではタイミングが合わずに、

何度も失敗しましたが、本番ではピッタリ合

うことができて良かったです。８０ｍ走は緊

張して足がふるえました。１位にはなれなか

ったけど全力で走りきることができました。 

５－１             

 表現で「あのとき、こうやっておけばよか

った」など後悔しないで自分が満足できる表

現ができた。来年表現をすることがあったら、

早めに覚えて自分なりに「こうすればかっこ

いい」などを見つけていきたいと思います。 

体育参観の思い出 



 

５－２            

 私はみんなに頼られる存在になりたかった

ので、実行委員に立候補しました。一番にダ

ンスを覚え、みんなのお手本になれるようが

んばりました。本番は、全力を出せて思い描

いたダンスができ、練習でがんばったかいが

あったなと思いました。 

５－３            

 僕は初めて実行委員になったので、少しき

んちょうしました。たくさん練習したおかげ

で、体育参観当日も落ち着いて取り組むこと

ができました。今後も実行委員になって活躍

したいです。みんなをまとめていきたいです。 

 

６－１             

係活動では、3 年生の 80m 走でスタート前

の足が出ていないか確認しました。少しでも、

3 年生の体育参観がスムーズにいくようにで

きてよかったです。6 年生の表現では、緊張

したけれど間違いなくできてよかったです。 

６－２             

表現では、自分のめあてを意識し、今まで

よりきれいに踊ることができました。観にき

た母にも「とてもきれいだった」と言われ、

練習の成果を出すことができてうれしかった

です。係活動では同じ係の子と協力して、す

ばやく仕事ができました。 

６－３              

 表現では、少しはやくなったかもしれない

と思っていたけれどビデオで見るとそろって

いてこれまでで一番きれいにできたと思いま

した。係活動では、少し曲がったところもあ

ったけれど１年生のためにライン引きをがん

ばりました。 

 

 

 体育参観 保護者アンケートから 体育的行事委員会 

直前まで天候が安定せず、判断の難しい中での体育参観でしたが、たくさんのご参観ありがとうござ

いました。また、お弁当の準備や子供への励ましの言葉ありがとうございました。アンケートでも、子

供たちの一生懸命に走る姿や昨年度行えなかった表現運動への励ましの声を多数いただきました。感染

症予防対策で行った、時間を区切っての競技への参観も保護者の皆様のご協力もあり、スムーズに行う

ことができました。一方で、今年度は、密を避けるために参観用のロープを設置しました。昨年度の反

省で上がっていたゴール付近での密を避けることはできましたが、表現運動の参観場所への影響や学級

によっては、スペースが狭くなってしまうという反省点もありました。今年度いただいた反省を生かし、 

今後も子供たち一人一人が輝ける場を設定できるように、内容を吟味していきます。そして子供たちの

真剣に取り組んでいる姿をこれからも皆様に観ていただくことができるよう、指導していきたいと思い

ます。当日までのご支援・ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

夏休み中の高三図書館について 

図書館部 

 今年度は、感染症の防止の観

点から、夏休み中の開館はしま

せん。 

 

パワーアップ教室のお知らせ   研究推進部 

 昨年度は実施できませんでしたが、今年度は夏休み中にパワ

ーアップ教室を行います。パワーアップ教室とは、算数の習熟

を高める必要のある児童を対象に、学び残しやつまずきをでき

る限り解消しようとするものです。少人数で指導していきま

す。 

 期間は、７月２６日(月)・２７日(火)・２８日(水)・２９日

（木)・３０日(金)の５日間です。 

 詳しくは、学校からお知らせが届きます。 



 

1 木 基 子供園・保育園との交流（５）遠足（１）

2 金 遊 保育園との交流（５) みどりの授業（低）保護者会（１）

3 土 学 Ｂ３ 土曜授業・セーフティ教室（４５６） 13:00-17:00

4 日

5 月 朝 委員会活動（１学期まとめ）

6 火 基 火５開始（１）

7 水 安 Ｂ４ 14:30-17:00

8 木 基 集合写真（３ｈ）

9 金 読 Ｂ６

10 土 13:00-17:00

11 日
10:00-12:00

13:00-17:00

12 月 朝 クラブ活動（１学期まとめ）避難訓練

13 火 基 移動教室前日検診（５）

14 水 集 富士学園（５） 14:30-17:00

15 木 基

16 金 遊 水泳指導終

17 土 13:00-17:00

18 日
10:00-12:00

13:00-17:00

19 月 読 Ｂ５

20 火 基 英語生活体験（６）

21 水 学 Ｂ５終業式１ｈ　水５開始（１）給食終　大掃除（５ｈ昼休無） 14:30-17:00

22 木 海の日　夏季休業日始

23 金 スポーツの日

24 土

25 日

26 月 パワーアップ教室始

27 火

28 水

29 木

30 金 パワーアップ教室終

31 土

ご用の場合は、予めご連絡を頂くと助かります。（スクールカウンセラー直通  tel：3302-0265）

※スクールカウンセラー在校日は変更になる場合がございます。　　（原則　火曜：山口 木曜：金)

校庭開放日 曜 朝 学　校　行　事

･･スクールカウンセラー来校SC
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