
成長した横顔（５年） 

６月３日～５日の３日間、あわの移動教室に行

って来ました。東京ではなかなか味わえない自然

体験や集団生活を通して、児童たちは大きく成長

しました。 

 竹箸作りとしおり・コースター作りを体験した

り、キャンプファイヤーで火を囲んで歌い踊った

りしました。三日間青空に恵まれ、鱒つかみまで

すべての行程を行うことができました。 

 ２泊３日の生活の中で、①集合時間を守ること

②困っている仲間がいたら声をかけること③自分

のやるべきことを考え生活することを指導してま

いりました。出発式では、保護者の方々と離れる

ことに不安を感じている児童が多くいましたが、

学校に到着した時の児童の顔は、達成感に満ちあ

ふれ、出発した時よりたくましい表情をしていま

した。改めてよい経験ができたと感じました。 

保護者の皆様には、荷物のご準備やお見送り、

お迎えと、ご理解ご協力をいただき大変感謝して

おります。ありがとうございました。 

（５年担任 山本 和磨） 

 

学びやすい教育環境に 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 月 全校朝会 

２ 火                               ☆ 

３ 水 
日光移動学習教室始（６年） 

PTA 交通安全教室         ◎            

４ 木 児童・生徒の学力向上を図る調査（５年）           ★ 

５ 金 日光移動学習教室終(６年)  

６ 土  

７ 日                  ◎ 

８ 月 全校朝会 

９ 火 Ｂ時程 午前授業                ☆ 

１０ 水 すみだいじめ防止の日 安全指導  ◎      

１１ 木 
図書ボラ朝の読み聞かせ（５年）  

社会科見学（３年）代表委員会     ★ 

１２ 金 クラブ  

１３ 土 
土曜授業 図書ボラお話会（３・４年） 

親子レク（１年）         ◎ 

１４ 日                  ◎ 

１５ 月 海の日 

１６ 火  ☆ 

１７ 水 体育集会 

１８ 木 避難訓練 朝の読み聞かせ(４年)     ★ 

１９ 金 全校朝会 大掃除 ５時間授業(４～６年) 

２０ 土 夏季休業日開始 (～８月３１日夏季休業日終了) 

２１ 日  

２２ 月 
夏季水泳指導前期開始 夏休みプール① 

個人面談[14：０0～16：３0]（～２６日） 自習教室① 

２３ 火 夏休みプール② 自習教室② 

２４ 水 夏休みプール③ 自習教室③ 

２５ 木 夏休みプール④ 自習教室④ 

２６ 金 夏休みプール⑤ 自習教室⑤ 

２７ 土  

２８ 日  

２９ 月 夏休みプール⑥ サマースクール① 自習教室⑥ 

３０ 火 夏休みプール⑦ サマースクール② 自習教室⑦ 

３１ 水 夏休みプール⑧ サマースクール③ 自習教室⑧ 

 

 

 

 

 

校長として私は全ての子に学校や学級が楽しいと思ってほしいと願っていますが、なかなかそうはいきま

せん。残念ながら意識調査の結果では楽しいが100%にはならず、学校に行きたくないと思うが0%ではありま

せん。集団生活が苦手でよくない行動をしてしまう子もいます。全ての子が楽しいと思える学校や学級にす

るにはどうすればよいでしょうか。 

中学生への全国調査によると学校に行きづらい理由は「クラスの雰囲気」「勉強の悩み」「友人関係」

「先生との関係」「いじめ」「きまりや校則」などです。小学生ではまだ自分の気持ちをうまく言語化でき

ないかもしれませんが理由は同じだろうと思われます。窮屈さや居心地の悪さを感じていれば楽しいとは思

えません。学校では一年間にやるべきことが教育課程として学習指導要領に基づいて細かく決まっていま

す。学級、教科、時間割などのシステムを大きく変えることは出来ませんが、考え方や環境は変えることが

可能です。私たち教師も、これまでの慣習で当たり前だとしてきたことを子供主体に切り替えて、変わるべ

き時に来ているのかもしれません。 

ヒントになるのは教育現場におけるユニバーサルデザインの考え方です。簡単ですぐにわかる、誰もが使

いやすい、過度な負担がない、ミスをしても大丈夫、そんな配慮をしましょうということです。例えば、表

示のしかたや整理のしかた、ものの配置、ルールや掲示物、スペースや設備について見直して教室環境を整

えると学級の居心地はよくなります。また、教師が言葉かけを見直して言語環境を少し変えることでも居心

地がよくなります。叱る言葉かけ→肯定的な言葉かけ、高い声→穏やかな声、丁寧で詳しい指示→短くては

っきりした指示、アイコンタクト、表情と感情の一致などを意識すると子供たちは安心できます。居心地の

よい学校や学級の基本です。 

よくない例ですが、授業中にイライラしてものを投げつけたり、「つまらない」と言って離席したりする

子がいれば教師は「やめなさい！」「席に戻りなさい！」と注意します。言葉に反応して行動はますますエ

スカレート、教室は騒然、どの学級でも起こり得る光景です。叱って止まなければ悪循環に陥ります。当然

楽しくなくなります。そうなる前に食い止めたいものです。教師も真剣勝負です。問題行動がその子なりの

「できない」「わからない」という自己表現だと考えれば、それをやめさせるにはその子の気持ちを一生懸

命想像して、よいタイミングで最も気持ちに沿った言葉をかけることです。何とかして「できない」を「で

きるかもしれない」に、「わからない」を「わかった！」に変えてあげたいものです。集団生活が苦手な子

をゆるして受け入れる学校や学級はきっと全ての子にとって楽しいと思える学校や学級に違いありません。 

 

菊小だより 
令和元年６月２８日発行 第４号 

教
育
目
標 

よ く 考 え る 子 

思いやりのある子 

た く ま し い 子 

菊川小 

７月の行事予定 

保健より 
「夏を元気にすごそう」 

日差しも強く、暑い日が増え、熱
中症には注意が必要な季節です。早
寝早起きを心がけ、次の日に疲れを
持ち越さないようにする事が大切
です。また、たくさん汗をかきます
ので、必ず下着を身につけさせてく
ださい。 

 

（養護教諭 青木 香澄） 

生活指導より 
「身の回りの整理整頓をしよう」 

 間もなく子供たちが楽しみにし
ている夏休みに入ります。７月はお
世話になった教室をきれいに掃除
するだけでなく、計画的に物を持ち
帰るように声かけしていきます。 

 夏休み前の学習のまとめもしっ
かりと行いましょう。 

 

（生活指導主幹 矢吹 聡） 

 

 

 

給食より 
「好ききらいをしないで 

食べよう」 

 暑い季節は、栄養のバランスのと
れた食事をきちんととって、元気に
過ごしてほしいと思います。 

 特に夏野菜には、ビタミン類や
ミネラル、水分がたくさん含まれ
ているのでおすすめです。 

 

（栄養士 坂口 とし子） 

 

家庭数配布 

【お願い】１２日（金）が学納金引落し日です。 

前日までに口座へのご入金をお願いいたします。 

◎ は、「きっくおふクラブ」活動日です。 

 

○スクールカウンセラー来校日 
 ☆山口 友子 先生 （８：３０～１７：００） 
   原則火曜日 7/2 7/9 7/16 
★矢吹 幸江 先生 （８：１５～１６：４５） 
  原則木曜日 7/4 7/11 7/18  

ご相談されたい方は、予約を取りますので学校まで
お知らせください。 

TEL   ０３－３６３４－８１７６ 

校長 柿沼 広美 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 の 窓 

 立川・菊川連合町会フェスティバル 

運動会、児童たちは五月晴れの中、体を動かせるだけ動かし、大きな声を出し精一杯頑張りました。在校

生みんなよい思い出となったでしょう。先生方、PTAの皆さまご苦労でした。 

立川菊川の七ヶ町では１３年前からフェスティバルを行っています。今回は菊川三丁目が連合町会長とし

て計画実行をします。主な目的は地域住民の親睦と団結を高めること、七ヶ町による「連合町会」の町会・

住民同士の連携協力の強化等ですが、何よりも、子供たちの「ふるさと」としての思い出作りの一つになれ

ばと思い実施して参りました。 

令和元年１０月２６日土曜日に菊川小学校校庭、同公園で開催の予定です。舞台を設け地域の方の演芸、

安くて美味しい沢山の模擬店、ミニ電車の運行、小動物園の開設等、そして豪華賞品？が当たる抽選会等が

予定されています。 

秋ごろになれば実施内容が決定し、ポスターや回覧等でお知らせいたしますが、今回は菊川小学校で開催

しますことと、５年間連続で中和小学校で開催して参りましたこと、何よりも多くの参加をお願いしたいと

思い、少々フライングぎみですがお知らせした次第です。      

（菊川三丁目町会長  吉田 耕一） 

じどうかんに遊びに行こう！ 

 あじさいがあちらこちらに咲いています。一つ一つの花びらは、日々色を変えながら、寄り添いあって美

しく私たちを楽しませてくれています。一人ひとりの子どもたちの個性を受け止めつつ、子どもたちが日々

心を整えながら、明るく成長してくれるよう、地域の皆様と共に、努めてまいります。子供たちの成長して

いく姿を見守ることができ感謝しています。お友達と遊びに来てくれても、一人で来ても大歓迎です。 

 「大きな家」と思って、児童館に遊びにきてくれると嬉しいです。ドッジボールをしたり、静かに本を読

んだり、色々です。お待ちしています。 

（フレンドリープラザ江東橋児童館館長  片渕 淳子） 

道徳授業地区公開講座 

今年の道徳授業地区公開講座は、「人との関わりに関すること」の道徳の授業を行いました。この内容には、思

いやり・親切、友情・信頼、相互理解・寛容な態度などが指導の観点にあたります。 

 今年度も、全学級で教科書教材を使用し、それぞれの発達段階に合わせた授業の工夫を取り入れながら授業を

公開しました。低学年は、主に身近な友達との関係を中心に、善悪や親切にすることについてロールプレイなどを

通して考えました。中学年は、集団づくりが重要な学年であることから、主に仲間同士や学級内での人間関係につ

いて話し合いました。高学年は、論理的思考力の発達にともない、相手の立場に立って考えることをワークシート

に書くことを通して学びました。 

また、授業後の講演会では、本校副校長の三宅慶進先生より『道徳教育の現状とこれから』をテーマに、｢特別

の教科道徳｣とされた変遷について話していただきました。DVD も活用しながら具体的に道徳とは何かについて

参加者全員で理解を深めました。 

後半の意見交換会では、日頃より子供たちのために協力してくださっている学校運営連絡協議会委員の方々を

アドバイザーに迎え、活発な意見交換が行われました。ドラマ仕立てになった動画を視聴し、｢きまりを守ること

と、親切にすることのどちらが大事だろうか？｣とペアや小グループに分かれて、自分だったらどうするだろうと

道徳の授業さながら葛藤場面を元に考えを伝え合いました。今後も、引き続き子供たちの健やかな心の成長のた

めに、学校、保護者の方々、地域の方々が手を携えていければと願っております。お忙しい中、道徳授業、講演会、

意見交換会に多くの皆様に来校いただき、ありがとうございました。 

              （道徳教育推進担当 矢吹 聡） 

                   

歯の集会・歯みがき指導 

 毎年 6 月は歯科校医の先生と 

歯科衛生士の方々にご協力いた 

だき、歯の集会と歯みがき指導 

が恒例行事となっています。歯 

の集会では、保健委員会の児童が「歯に優しい生活」

についてクイズを出しました。歯みがき指導では、赤

く歯の染め出しをして磨き残しのチェックを行いまし

た。上手に歯みがきできる児童が増えているようで

す。日々の歯みがき習慣と、むし歯の早期治療をよろ      

しくお願いします。 

（養護教諭 青木 香澄） 

引き渡し訓練のお知らせ 

今年度は、９月２日（月）に引き渡し訓練を行います。実際に起こり得る大地震を想定して、保護者の方に児

童を引き渡す訓練であり、雨天でも実施いたします。引き取りは１１：３５分頃からを予定しております。基本

的には、全保護者の方に引き取りをお願いしておりますが、ご都合が付かない場合は代理の方の引き取りも可能

です。詳細につきましては、後日学校から配布するお手紙でご確認ください。 

夏休み明けすぐの訓練ですが、ご協力よろしくお願いいたします。      （生活指導主幹 矢吹 聡） 

 

 

 

 

                                 （生活指導主幹      ） 

  調べる学習コンクール 

菊川小学校では、毎年、「調べる学習コンクール」に
多くの児童が参加しています。特に、３年生は総合的
な学習の時間に、図書館を使った調べる学習の一環と
して、課題作りや情報収集を行っています。夏休みに
自分の課題を追究することで、さらに学びを深めるこ
とになります。子供たちの興味・関心がどのようなも
のに向けられるのか、どんな作品に仕上がるのかとて
も楽しみです。 

子供たちは、調べる学習によって主体的に学ぼうと
する意欲をもち、自分なりのテーマを追究し、「情報
を活用する力」や「さまざまな情報から必要とする情
報を集め選ぶ力」を身に付けていきます。 

応募は全学年対象です。ぜひ取り組んでほしいと思
います。保護者の方からの声かけや、取り組みへのご
協力をお願いいたします。 

（図書担当  柏原 智恵子） 

夏休みのプールとサマースクールなど 

 ７月２０日～９月１日まで、４４日間の夏休みがあります。夏休みの水泳指導は、全１４回で、７月２２日～ 

８月２日（土・日を除く）の１０回と８月２６日～２９日までの４回です。なるべく多くの児童に参加して泳力を

つけてほしいと思います。 

 サマースクールについては後日担任より対象児童保護者あてにお知らせを配付します。夏休みの自習教室も、

希望者を対象に行う予定です。詳細は後日お知らせします。          (教務主任 高橋 邦昭)                      

（教務主任 高橋 邦昭） 

個人面談 

今年度の個人面談は、７月２２日（月）～２６日（金）の１４時～１６時３０分の間に行います。 
内容は、４月から７月までの学習・学校生活の様子・夏休みの過ごし方等をお伝えするとともに、家庭で

の様子を聞かせていただきたいと思います。時間は、１０分程度の予定としておりますので、担任にお伝え

したい内容等がございましたら、予めまとめておいていただきますようお願いいたします。 

後日、日時の希望調査用紙を配布いたしますので、よろしくお願いいたします。 

（教務主任 高橋 邦昭） 


