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｢つながって､広がって･ I ･｣

上の写真は｢わんわんパトロール｣を朝会
で紹介した時､来てもらったわんちゃんたち
です｡わんちゃんを散歩させながら､子ども

たちの安全を守ってくれている情動が｢わん
わんパトロール｣です｡オレンジの｢防犯パ

トロール｣の腕章と､紺と白の｢わんわんパ

トロール｣のロゴ入りバッグが目印です｡こ

のように安全を守ってくれているわんちゃん

たちが学校の周りには百匹以上いるそうです｡

2年生は生活科の学習で､地域の｢宝扇会｣
の皆さんが､町や公園の掃除と同時に子供た

ちを守るためにパトロールをして<ださって
いることを知りましたD

その他にも､安全パトロールの方々や青少

年育成委員会の方々､ PTAの方々の見守り等

によって子供達は守られていますo ｢ピーポ君｣

でご協力いただいている方々も大勢います｡

子供たちがこのように保護者の方や地域の

方たちに守られていることは本当にありがた
く､心強い限りですD

2月の生活目標

校長　三上　はるひ

さて､では私たちや子どもたちにできるこ

ととはなんでしょうか?子供たちは｢感謝｣
｢あいさつ｣と答えてくれました｡

自分たちを守ってくれている人達に対して､

感謝の気持ちをこめてあいさつしていくこと
は､実は町の安全安心につながる大きな恩返

しとなります｡あいさつの行きかう町は犯罪

の発生率が3割減という話を警察の方からも

伺っています｡

物騒な話題が多く､うかっに声もかけられ
ない現実もありますが､この方たちは確かに

子供たちを守ってくだきっていますC保護者
の方々も腕章等を目印に､見かけた時には是

非声をかけていただき､安全安心な高円寺に
していきましょうo

地域に助けられ､地域を助けていくことで

新しい幹が増え､その太さが増して隙間を埋

め､線はやがて面となって子供たちを支えて

いく-そこに感謝を忘れない､やがて地域を

支えていく子供たちがいる-そんな姿のため
に､学校も努めてまいります｡

後日談- ･遊びながら登校していて登校

時亥耶こ間に合わなくなった児童が,パトロー

ルのわんちゃんに付き添われて登校する姿が

見られました｡つながりましたo感謝!多謝!

礼儀正しくしよう　　　　　生活指導委員会

寒い冬ですが外遊びしていますか?

外遊びで冷たい風の刺激を受けていると､

皮膚が鍛えられて風邪をひきにくくなります
し､運動をすると脳も活発に働いて,やる気

が出る､意欲がわく､積極的になるなどの研

究結果も出ているのですD

暖かい部屋の中にばかりいないで外で元気
に運動しましょうD
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また,外遊びや外出から戻ったときには必

ず石けんで手を洗いましょう｡食事のときに

限らず､人は何かと口や目に手をつけるもの
です｡そこからウイルスが入ってインフルエ

ンザやウイルス性胃腸炎にかからないように､

しっかり手洗いをして､自分のからだは自分
で守りましょう.



今年度の研究について
無′ xJコミュニケ-シヨン能力の豊かな子どもを育てる 

雲～話し合いの充実をめざして～ 

平成2 1年度､ 2 2年度に引き続き､平成2 3年度も｢コミュニケーション能力の豊カゝな子ども

を育てる～話し合いの充実をめざして～｣をテーマの研究を進めてきました｡ 2 1年､ 2 2年は国

語科に絞り､話し合いを充実させるためにハンドサインや対話の方法を身につけましたoハンドサ

インを使うことで､聞き手がグー(賛成や同じ意見)､チョキ(類似や付け足し)､パー(反対や違

う意見)､人差し指(質問や分からない時)で意思表示をすることができ､クラス全体の話し合い

でも主体的に話し手の発言を聞くことができましたo対話では､聞く人も話す人も一人であり､し

っかり聞く､しっかり話すことが求められるからこそ有意義な話し合いをすることができましたo

研究を進めて3年日となった今年度は､今まで国語科を中心に培ってきたコミュニケーション能力

を各教科･領域に広げ､どの教科･領域でも有効であるか､その手法をどのように取り入れること

が出来るのかを研究授業を通して検証してきました.

4年　国語rアップとルーズで伝える｣

春の運動会の組体操のアップで撮った写真と

引いて撮った写真を見比べ､それぞれの撮り方

の良さについて考えました｡対話とその後の全

体交涼によって､自分の気付かなかった良さが

分かり､読みが深まりましたo

5年　算数｢単位量あたりの大きさ｣

課題を先生が劇にすることで具体的にイメージ

することができました｡数直線や比､表などそれぞ

れの考え方を対話によって交凍しました｡全体での

話し合いで､色々な考え方があることに気付くこと

ができました｡

このような取り組みをした結果､児童が主体的に授業に参加できるようになりましたoその結果､

学力も向上してきています｡今後も引き続き指導を行っていくとともに､ご家庭でもお子さんとし

っかり向き合って､目を見て会話をする､お子さんの話し方の手本となるような話し方を心がける

などしていただければと思います｡
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7年7組オflジナILbtるたをつ<ううrあっ手札　ふ砂のことfSJ

国語の学習で冬からイメージする言葉をたくさん集めました.子供たちは､クリスマス､お正月､ストーブ､

かまくらなどたくさんの言葉を出し合っていましたoそれらの言葉を使って､

かるたを作りました｡みんな違って､どの作品も手どもらしい思いが伝わっ

てくる素敵なかるたができました｡

作ったかるたを使ってみんなでかるた取りをしました.自分が書いた

読み札が読まれると､とてもうれしそうな1年生です｡



〔2月の行事予定〕
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クラブ活動-4年生臥ヒ粥守っているクラブ活動も､今月で終　く下校時刻)

わりますo l3日には､来年度に向けて3年生を

対象にクラブ見学が行われます｡

読書週間　今学期最後の読書週間が今月末から行われ

ますB読書によって豊かな心を育て､また､

学力の向上にもつなげたいと考えています｡
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月,火.木.金 剞�.特時 儡特時 

4校時 ��3｣C����3｣�����ｳ#｣SR�

5校時 ���40 ��B�15 ��ｲ�00 

6校時 ��R�30 ��R�10 ��ｲ�55 


