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～ 手と手をつなぐ みどりあふれる学校 ～ 
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パラリンピアンから学ぶこと 

副校長 宇治昭秀 

 

「失ったものを数えるのはやめよう。残されたものを最大限に生かすのだ。」これは、パラリンピックの提唱者、ル

ートヴィヒ・グットマン(Ludwig Guttman)の言葉です。 

 医師であったグットマンは、第２次世界大戦による傷痍軍人に「手術よりスポーツを」の理念のもと、車いすア

ーチェリーの競技会を開こうと考えました。その後、アーチェリーの他にも様々な種目が加わり競技が行われるよ

うになったことで、彼の思いは多くの傷痍軍人に、たくさんの生きがいを与えるようになっていきます。そして、

１９４８年のロンドンオリンピックに併せ、氏の勤めていた病院の名を冠した「ストーク・マンデビル競技大会」

を開催したことが、現在のパラリンピックの起源といわれています。 

校庭に目を遣ると、目を輝かせて運動会の練習に励む児童の姿があります。目標に向かって努力すること、友達

と協力すること、そして、困難に立ち向かい乗り越えていくことをとおして、日々に逞しくなっていく子供たち。

改めて、子供たちの成長の早さと、スポーツがもつ大きな力を実感しています。 

１９９６年のアトランタパラリンピックで金メダルを獲得した盲目のマラソンランナー柳川春巳氏はこんな言葉

を残しています。「私は、目は見えなくても、夢はみえる」と。 

また、２００６年のトリノパラリンピックで、日本選手団の旗手を務めた新田佳浩氏は、自らの生き方について

「不可能とは可能性だ」と語っています。 

この言葉に触れた時、自分に与えられたものを最大限に生かそうとする姿勢に畏敬の念を強くしました。 

 今年度、つつじが丘南小は都の「オリンピック・パラリンピック教育推進校」の指定を受け、様々な取組をすす

めていきます。この取組の中で、子供たち一人一人が自らの可能性に向かう良さ、夢に向かって生きることの崇高

さに、思いを馳せることができるよう指導を充実させていきます。 

 

 ≪今月の一句≫  梅雨晴や ところところに 蟻の道  子規 

昭島チャレンジデー 

５/２７（水） 



2 

２ 

 【教務部より】 

 

 

 

 今年度も３年生から６年生が社会科の学習の

一環として社会科見学を行います。 

５月は６年生が東京都埋蔵文化財センターで

縄文～弥生時代について学習してきました。当時

の見学や体験をしました。当時の様子を再現した

ビデオを観賞したり、実際に発掘された土器など

の展示物や竪穴式住居を見学したり、木の実割り

や火起こし道具の体験をしたりと、教室ではなか

なか学ぶことのできない貴重な体験をしてくる

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月には３年生が市内めぐり、４年生が配水場

見学を行う予定です。 

 また、１、２年生は生活科の学習の一環として、 

地域探検や、生活科見学を行います。 

 詳細は、各学年の学年便り等でお伝えして行き

ますのでよろしくお願いいたします。（星野） 

社会科見学が始まりました！ 

 

 

【生活指導部より】 

 

 

 

 「失礼します。○年○組の○○○○です。○○

先生に相談があります。入ってよろしいです

か？」。どの学年の児童も、職員室に先生を訪ね

に来た際、慎重に言葉遣いを確かめながら、礼儀

正しい入室を心がけています。また、授業中の発

言の仕方や来校された地域の方々へのあいさつの

様子を見ても、多くの児童に、相手や場面に合わ

せた「正しい言葉遣い」を確かめる姿勢が、身に

付きつつあることを感じています。 

 今年度は、「正しい言葉遣い」から、さらに発

展させ、「思いやりのある言葉遣い」へと、より

身近な相手意識をもたせ、自分たち自身の課題と

して捉えさせていきます。自分たちの学校が、毎

日安心して過ごせる場所となるように、「相手の

気持ちをしっかりと思いやること」を大切にしな

がら行動することを考えさせていきます。一人一

人が学校生活の中で、ルールを守って行動するだ

けでなく、相手のことを大切に思いやることで、

お互いが「言葉遣い」を工夫し合っていけるよう

に、指導を進めていきます。 

  

【ふれあい月間について】 

６月は「東京都ふれあい（いじめ防止強化）月

間」です。年に３回、６・１１・２月に実施しま

す。 「ふれあい月間」の目的は、子供たちにとっ

て、「安心して登校できる学校」にすることです。

そのために、「生活アンケート」を実施し、いじ

め等の状況の把握を行い、いじめの未然防止や解

決に向けた取り組みを実施します。道徳の時間や

学級活動では、「思いやり」「友情」「自分や友

達のよさ」等を考えさせる授業を行い、学級が温

かい雰囲気になるよう努めます。人権を著しく侵

害する「いじめ」は「犯罪」であるということを、

しっかりと意識させるよう指導を進めていきま

す。                 （中村） 

（中村） 

【６月の生活目標】 

相手のことを考えた言葉遣いをしよう 
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 【特別活動委員会より】 

 

 

 

４月２５日にネパール地域でマグ二チュード  

７.８の大規模な地震が発生しました。死者、けが

人が多くでました。そこで、代表委員会では、被

害に遭ったネパール地域への募金活動を行いま

す。 

日時…５月３０日（土）運動会当日の昼食時に  

  代表委員会の児童が校庭に募金箱をもって 

歩きます。ご協力をよろしくお願いします。 

 

☆ お花の種をプレゼントします。 

 運動会のプログラム№８の終了後、いつもお

世話になっている保護者・地域の方に、１・２年

生がお花の種をプレゼントします。数に限りがあ

りますので、ぜひ本部、テント付近に来てくださ

い。お待ちしています。              

 

 

 

（小泉） 

 

代表委員会を中心に 

ネパールの募金活動 

 

 

 

 

 

 

４月２５日にネパール地域でマグ二チュー

ド  ７.８の大規模な地震が発生しました。

死者、けが人が多くでました。そこで、代表

委員会では、被害に遭ったネパール地域への

募金活動を行います。 

日時…５月３０日（土）運動会当日の昼食

時に  

  代表委員会の児童が校庭に募金箱をも

って 

歩きます。ご協力をよろしくお願いし

ます。 

 

 

☆ お花の種をプレゼントします。 

 運動会のプログラム№８の終了後、１・

２年生がお花の種を保護者・地域の方にプレ

ゼントします。数に限りがありますので、ぜ

ひ本部、テント付近に来てください。お待ち

しています。              

 

 

【体育的活動委員会より】 

つ南小最後の運動会に向けて 

 

スローガン 

もえあがれ 赤白ともに 本気出せ 

～つ南最後の運動会 みんなで楽しく あきらめず～ 

来年度のつつじが丘北小学校との統合を控え、５

月３０日（土）の運動会は、つつじが丘小学校での

最後の運動会となります。 

 今、この節目となる運動会に向けて、全校児童・

教職員が一丸となって準備を進めています。 

 今年の運動会は、体育の学習を生かしながら、①

競技・演技に積極的に取組むこと。②種目や係活動

に友達と力を合わせ意欲的に関わり自分の責任を果

たすことができること。③地域に開かれた行事とし

て、保護者・地域の方々の参加を得て、学校教育へ

の理解を深める機会とすること。④統合前最後の運

動会であるため、全校で思い出を作る場にすること

の４点を目標としています。 

 全校で思い出を作る場として、今年度は新たに全

校演技「マイムマイム」に取り組みます。 

 当日は、保護者の皆様、地域の皆様にも踊りの輪

に入っていただき、子どもたちと一緒につつじが丘

南小学校での思い出を作っていただければと考えて

います。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 また、閉会式では校歌を歌います。プログラムに

歌詞が記載されていますので、参加していただいた

方にも歌っていただき、最後の運動会の思い出に残

る行事にしていきたいと考えています。ご協力よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小澤） 

中学年 

低学年 

高学年 

つ南小最後の運動会に向けて 
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６月行事予定 

6/1（月） 2（火） 3(水) 4(木) 5（金） 6（土） 7(日)  

開校記念日 

振替休業日 

ふれあい月間始 

安全指導 

スポーツテスト

始 

運動会予備日② 

わくわくパーク

お休み 

学童歯みがき大会

（４年） 

４年宿泊説明会   

8（月） 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) 14(日) 

交通安全教室 

クリケット教室

（３、４年） 

起震車体験（４年） 

６年移動教室説

明会（１６；０

０～） 

クリケット教室

（３、４年） 

校内研究授業 

（杉の子学級 

３～６年のみ 

５時間授業） 

美しい日本語の話

し方教室（５、６

年） 

社会科見学（４年）

（配水場見学） 

スポーツテスト

終 

学校公開 

道徳授業地

区公開講座 

 

15(月)  16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) 21(日) 

歯科検診 

歯の衛生週間始 

 学級満足度調査

実施日 

校内研③（授業

２） 

クラブ活動 歯科検診予備日 

下水道出前授業 

（４年） 

つ北小交流授業

（５年） 

未来塾  

22(月) 23(火) 24(水) 25(木)  26(金) 27(土) 28(日) 

宿泊前検診（４年） 社会科見学（３

年）（市内めぐ

り） 

委員会活動  防災キャンプ（４

年）１日目 

防災キャン

プ（４年）

２日目 

 

 

29(月) 30(火)      

水泳指導始 ふれあい月間終      

 

 

 

 

 

 

＜相談予約方法＞ 

①副校長に電話で申し込む。 

 TEL: ０４２－５４４－６４１１ 

②カウンセラー来校日であれば、直接電話での話も可。 

（①の番号に電話し、カウンセラーへつなぐ。） 

③連絡帳などを使って担任を通して申し込む。 

※原則、午前中は子供たちとの相談や観察を中心に、午後は保護者・教員との面談を中心に活動して

います。ご協力ください。 

 また、教育相談は市の教育相談室でも行っています。ご活用ください。 

 昭島市教育相談室（０４２－５４１－４４４５） 

＜６月のスクールカウンセラー（S.C 来校予定＞ 

 ５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、２６日（金） 

相談室より 

つつじが丘南小学校に 6 年間在職させて

いただきました。先生方のご指導・ご協

力ありがとうございました。 

子供たちの「おいしかったよ。」の言葉

を聞くと、とてもうれしかったです。新

しい職場でも、安全でおいしい給食を作

って行きたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

前給食調理 村上 久美 

 

S.C 来校予定 

S.C 来校予定 

S.C 来校予定 

S.C 来校予定 

７月の保護者会・・・１,２年（７/６月）、３,４年（７/１０金） 

５,６年（７/１３月） 

個人面談・・・・・・７/２１（火）～７/３０（木） 

 


