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「かかわり」は大きな励まし
副校長

野口

恵美子

花壇にある青、紫、ピンクなど、色とりどりの紫陽花が、優しい色で梅雨の時も晴れ間の時も鮮やか
に咲いています。
６月は十二小オリンピック（運動会）や道徳授業地区公開講座、学校公開など多くの皆様にご来校い
ただきありがとうございました。また、６月は「ふれあい月間」でした。子どもたちにとって、異なる
学年の人や大人との交流の多い月でした。
道徳授業地区公開講座では講師である、練馬区教育委員会指導主事の原僚平先生に、
「思いやりの心を
育てる道徳教育〜人とのかかわりを通して」の演題でご講演をいただきました。その中で、三つのアク
テビティも行いました。一つの現象をとらえるのに立場が違うと、良い行動になったり、困った行動に
なったりする内容のビデオを見ました。相手の立場に立つことの大切さを学べた興味深い講演でした。
さて、話題は変わります。都内他地区の小学校の先生から聞いた話です。自分の学級にいる男児 A さ
んが、おなかが痛いということでお休みをしました。気になったその先生は、職場にいるお母さんに電
話をしました。お母さんは仕事があるため、朝食を作っていつも一番先に家を出るというのです。先生
は、「今から、家庭訪問をして、A さんに会ってきますね。少し、寂しいのかもしれませんね。」とお母
さんに話し、A さんに会いに行きました。突然、先生が現れたので、A さんはびっくりしたそうです。
でも、とても A さんはうれしかったようです。夕方、家に帰った A さんのお母さんは、A さんと話しま
した。A さんは、
「お父さんも単身赴任でいないし、中学校のお兄ちゃんもいないことも多いし、お母さ
んも仕事で早く出て帰りも遅いから、最初はゲームがたくさんできていいなって思ったよ。でも、その
うち毎日一人になって寂しくなった。もう高学年だし、お母さんも頑張っているし、お母さんに寂しい
と言うと迷惑だから我慢していたんだ。
」と泣きながら話したそうです。
A さんは、先生が自分のことを心配して家庭訪問をしてくれたことが、とてもうれしかったのでしょ
う。また、A さんのお母さんも、A さんの微妙な変化を担任の先生が気が付いてくれたこと、そして、A
さんの本当の気持ちが聞けたことを喜ばれていたそうです。
少し気になったり、どうしたのかなと思って声を掛けたりすることは、大事な励ましです。人とのか
かわりは、言葉を掛けたり、一緒に行動したりしても相手に伝わるものです。人の優しさは電波のよう
に伝わっていきます。たくさんの人の優しさが伝わる十二小でありたいと思います。
３週間たてば、夏休みになります。家族、友達や親族・地域の方と大いに交流し、様々な人と出会い
ながら、
「かかわり」のたくさんある夏休みになるよう願っています。

７月の目標
生活目標
保健目標
給食目標

『身のまわりの整理整頓をしよう』
『暑さに負けない生活をしよう』
『 残 さ な い で 食 べ よ う 』

清掃目標

『身のまわりの整理整頓をしよう』

□十二小オリンピックを終えて

十二小オリンピック６月１日（土）第５２回運動会
スローガン『 全力スタートダッシュ！～令和でつなげ きずなのバトン～ 』

１年生
初めての運動会。暑さに負けず、練習の成果を発揮することがで
きました。パプリカもポンポコリンもノリノリな１年生でした。

２年生
元気いっぱい演技した「ピース～なかよしのＷＡ～」では、技
のたびにたくさんの拍手をもらって皆喜んでいました。一つ自
信をもつことができ、これからの活躍も楽しみです。
けやき学級
けやき学級は、通常の学級と一緒に、表現運動・徒競走・団体
種目に取り組みました。どの学年も一生懸命練習に取り組み、
すばらしい演技をすることができました。達成感を感じ、自信
となった十二小オリンピックでした。

５年生
５年生は、初めての組体操に挑戦しました。支え合いながらお互
いにいい演技をしようと、声を掛けたり、アイコンタクトをした
りしている姿がとてもすてきでした。係活動にも積極的に取り組
み、高学年としての自覚を確かめることができました。

３年生
緊張半分の「ソーレ、ソーレ」のかけ声で始まった踊りでし
たが、きれいに染めた様々な色の扇子が元気にそろって舞い
上がりました。途中でグループ創作の「喜びの表現」も入れ
ることができました。退場したあとまで跳びはねて声を上げ
ていた楽しい姿を一緒に喜んでいただけたら嬉しいです。

４年生
力一杯走り、踊った４年生。「今までで一番楽しかった！」
とオリンピックの感想を語ってくれました。応援団、リレー
の選手、音楽係の子どもたちも、高学年と一緒によく頑張り
ました！

６年生
小学校生活最後の運動会。
組体操では、実行委員を中心に４月から練習を重ねてきまし
た。その成果が存分に発揮されたすばらしい組体操をお見せで
きたと思います。

□６年生劇団四季『こころの劇場』
６月７日（金）に６年生は、府中の森芸術劇場で行われた「こころの劇場」へ行ってきました。これは、劇
団四季が演劇の感動を届けるプロジェクトとして毎年開いているものです。
今年度の演目は劇団四季の新作『カモメに飛ぶことを教えた猫』でした。このミュージカルを通して伝えら
れたテーマは”殻を破る”です。登場する様々なキャラクターが自分の殻を破って成長していく姿は、
“勇気を
もって、一歩踏み出すことの大切さ”を教えてくれました。
終演後はロビーで俳優さんたちのお見送りを受け、最後まで楽しむことができました。

□１・２年生歩行者シミュレーター
６月 10 日（月）に、1、２年生は歩行者シミュレーターを
使った歩き方の練習をしました。信号機のマークの意味につい
て、クイズを交えながらお話していただいたり、シミュレーター
の画面の前に立って横断歩道を渡る練習をしたりしました。
子どもたちは、渡る前に左右を確認すること、手を上げて渡
ることなど体を動かしながら学んでいました。この経験を登下
校時など、普段の生活に生かしていってほしいと思います。

□３年生社会科見学
６月 11 日（火）に、社会科の「わたしたちのまち～わたし
たちの市」の単元の学習に関わって、市内をめぐって、
「小平市
役所」
「ガスミュージアム」
「ＦＣ東京グラウンド」
「ブリヂスト
ン TODAY」の４か所を見学してきました。
小平市の重要な施設などにふれ、また、市内の主要な通りを
実際に移動し、わたしたちの住むまちについての理解を深める
貴重な機会となりました。
この見学してきたことを今後の学習に生かしていきます。

□道徳授業地区公開講座
６月 15 日（土）の道徳授業地区公開講座では、３校時、全クラスで道徳の授業を行
いました。本校では、道徳の価値についてじっくりと考え、友達と意見交流する時間を
大切にした道徳の授業を行っています。
「優しくしましょう。
」と直接的に道徳の価値を
教え込むのではなく、登場人物の心情を考えたり、友達と意見交流したりすることを通
して、より良い生き方について考えていけるようにしたいと考えております。
４校時は、練馬区教育委員会指導主事の原僚平先生による講演会が行われました。アクティビティを取り入
れながら、教科となった道徳科について分かりやすく楽しくお話ししていただきました。道徳授業地区公開講
座を通して、保護者の皆様、地域の皆様に、道徳教育について考えていただけたら幸いです。

□４年生水道キャラバン
６月 17 日（月）学校公開日の５・６校時に、４年生は社会科の
「くらしをささえる水」の学習で、東京都水道局の水道キャラバン
の出前授業がありました。
私たちが生活の中で使う水がどのようにして家庭まで届けられて
いるか、そこにどれだけ多くの技術や人の力が使われているか学び
ました。東京の水道水が安全でおいしいのは高度浄水処理という技
術があるからだそうです。多くの人の努力で安全な水が飲めること
を理解できました。

７月の予定
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朝会 十二小あいさつ運動（高学年）
十二小スタンダード確認日
保護者会（５年）教育相談日
読書マラソン 委員会活動
十二小タイム算数 避難訓練
朝学タイム算数
児童・生徒の学力向上を図るための調査（５年）
五中校区あいさつデー 朝学タイム
移動教室前検診 13:15～
保護者会（３・４年）教育相談日

□養護教諭が産休に入ります
７月５日（金）より、山田養護教諭が産休に入ります。
７月５日から産休に入ることになりました。
保健室では、毎日子どもたちから元気をたくさんもら
いました。ありがとうございました。
（山田さわ子）
ほりえ ま よ

７月３日（水）から産休代替の堀江万葉がお世話にな
ります。よろしくお願いします。

□個人面談
朝学タイム ＦＣ東京選手来校
保護者会（１・２年）教育相談日
移動教室１日目(６年)
読書マラソン クラブ・委員会なし６時間
移動教室２日目（６年）
移動教室３日目（６年）
十二小タイム
テレビ放送集会
保護者会（けやき）教育相談日
朝学タイム 安全指導
土曜授業日（公開なし月曜時間割）11：50 下校
海の日
読書マラソン クラブ活動
十二小タイム けやきお楽しみ会
けやき宿泊学習説明会 11:00～
朝学タイム算数 大掃除
終業式 給食終 13:10 下校
おやじの会カレーキャンプ
夏季休業日始
夏休みチャレンジ教室①３～６年
個人面談① プール①１・２年／３～６年
夏休みチャレンジ教室①１・２年
個人面談② プール②３～６年／１・２年
５・６年パワーアップ教室
夏休みチャレンジ教室②３～６年
個人面談③ プール③１・２年／３～６年
３・４年パワーアップ教室
夏休みチャレンジ教室②１・２年
個人面談④ プール④３～６年／１・２年
５・６年パワーアップ教室
夏休みチャレンジ教室③３～６年
個人面談⑤ プール⑤（検定日）１・２年／３～６年

夏休みチャレンジ教室③１・２年
個人面談⑥ プール⑥３～６年／１・２年
個人面談⑦ プール⑦１・２年／３～６年
個人面談⑧ プール⑧３～６年／１・２年

〈８月のプール予定〉
８月１日（木）検定日前半１・２年／後半３～６年
８月 27 日（火）前半３～６年／後半１・２年
８月 28 日（水）前半１・２年／後半３～６年
８月 29 日（木）検定日前半３～６年／後半１・２年

〈9 月の予定〉２日（月）始業式 特別時程 引き渡し訓練
（訓練開始 10：50～ 引き渡し開始 11：20～）
３日（火）給食始 身体計測（４年）
クラブ・委員会なし５時間
４日（水）十二小タイム算数 身体計測（５・６年）
５日（木）身体計測（３年・けやき）
６日（金）たてわり除草集会 身体計測（２年）

夏休みに「個人面談」を実施します。７月 22 日（月）
～31 日（水）の 13：00～16：45 分の中から、お一人 10
～15 分程度、各教室で面談をさせていただきます。
ご多用のこととは存じますが、ご予定ください。よろ
しくお願いします。

□夏休みチャレンジ教室
「学習の基礎を定着させること」、
「自ら学習する意欲
を身に付けさせること」をねらいとし、「夏休みチャレ
ンジ教室」を行います。
９：15～10：15 に教室で行います。各ご家庭で都合
の良い日をご確認の上、ぜひ参加させてください。

□夏休みプール学習
今年度も夏休みにプール学習を実施します。熱中症な
どの健康や安全管理の面でも、早すぎる登校は好ましく
ありません。前半は８：30～８：40、後半は 10：15～
10：25 に学校に到着するようにお子さんを送り出して
ください。
〈特別練習「パワーアップ教室」３～６年生〉
泳ぎを苦手とする子を対象に特別練習の時間を設
けています。お便りをお読みになり、参加をご検討
ください。13：30～14：30（受付は 10 分前）

□「中学校特別支援教室の導入に伴う
保護者・市民向け説明会」の開催について
～中学校の「情緒障がい等通級指導学級」が
「特別支援教室」に変わります～
小平市教育委員会では、東京都のガイドラインに基づき
令和２年度から令和３年度にかけて中学校に特別支援教
室を導入する予定です。令和２年度は下記の中学校３校に
おいて特別支援教室での指導を開始します。
拠点校
巡回校
小平第四中学校
小平第二中学校、小平第五中学校
つきましては、現在通級指導を利用している生徒の保護
者及び特別支援教室に関心のある保護者・市民の方を対象
に、次のとおり「特別支援教室の導入に伴う説明会」を開
催しますのでご案内いたします。
開催日
開始時刻
会 場
① ８月２日（金） 午後１時～２時 小平第二中学校
② ８月５日（月） 午後４時～５時 小平第五中学校
内 ・特別支援教室の概要について
容 ・拠点校による特別支援教室への取組と導入に向けて
※ 各回の説明会の内容は同じです。

