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～ 手と手をつなぐ みどりあふれる学校 ～ 
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「できる、わかる」学習を積み重ねる 

校長  石川 博朗  

 本校では最後となった夏休みも終わり、今日から第２学期がスタートいたしました。 

この４０日間の夏休み中に、子供たちはかけがえのない経験や学びを重ねたのでしょう。始業式では、

一まわりたくましく、そして穏やかで満足気な表情の子供たちの顔がそろいました。夏休み中は、夏季水

泳教室に、のべ７４８人（１日平均８３人）もの子供たちが参加し、２回実施した検定では、１３０人以

上が合格し、その泳力を伸ばしました。また、サマースクールには、毎日８０人以上の子供たちが参加し、

補習を中心にどの子供も懸命に勉強に取り組みました。さらに、恒例となりましたエジソン・クラブには、

５年生の子供たちが２０名以上参加し、興味津津の様子でアカハライモリの観察を行いました。学校以外

の場でも、ＰＴＡの星空観察会、自治会のハイツ祭りや盆踊り大会、各祭礼、ウィズユースのジュニアリ

ーダーの活動等で、友達や家族と楽しそうに過ごす子供たちの姿がありました。これらの夏休み中の貴重

な思い出を、ぜひ、今後の成長の糧にしてほしいと思います。子供たちを見守り励ましていただきました

保護者の皆様や地域の方々に、心より敬意と感謝の意を表します。ありがとうございました。 

さて、学校では、この夏休み期間中に、１学期に実施した「心理（ハイパーＱＵ）テスト」や「自己肯

定感に関する意識調査」「子供たちによる授業評価」などの各種調査のデータを分析し、一人一人の意識の

傾向や学級集団の形成の状況を確認しました。また、全国学力調査（文部科学省主催、第６学年児童対象）

の結果も、先日学校に届き、その分析を進めています。今後、これらのデータをもとに、より個に応じた

学習指導や学級集団作りの進め方について指導の改善を進めます。居心地の良い学校や学年、学級集団の

中で、仲間と学び合い、「できる、わかる」学習を不断に積み重ねることで、子供たちはさらに確かな学力

を身に付け、自己肯定感を向上させていくと思います。また、それらがさらによりよい友人関係を育み、

より居心地の良い学習の場、集団の形成に繋がっていくものと考えます。今後も、これまで以上に教職員

が一丸となって、子供たち一人一人の日々の学びと生活を充実させ、健やかな成長を目指して努力してい

きたいと思います。今学期もどうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、上記の各種調査結果の詳細につきましては、９月４日（土）の学校公開「学校公開講座」の際に、 

校長より説明、報告するともに、文書で各ご家庭にお伝えしていきます。 

≪今月の一句≫    子を負へば 涼しき月を 負ふごとし   上田日差子 

６年日光移動教室 

７月５日、６日、７日 
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 【生活指導部より】 

 

２学期が始まりました。一日も早く学校生活

のリズムを取り戻すことが大切です。 

特に、新学期の開始時は、授業をはじめとす

る様々な「学習場面」にかかわるルールについ

て振り返らせ、一つ一つを改善させていくこと

を、生活指導の重点に置いていきます。 

１週目(8/27～)は、「学習のきまりを振り返る

（生活ハンドブック参照）」２週目(9/7～)は、「持

ち物の約束や授業のはじまりのきまりを守る」３

週目(9/14～)は、「先生や友達の話の聞き方の約

束を守る」そして４週目(9/24～)には、「授業中

の話し方（発言の仕方や言葉遣い）の約束を守る」

です。ご家庭でも、「生活ハンドブック」を参考

に、持ち物の約束等の「学習のきまり」について

話題にしていただくとともに、お子様が進んでル

ールを守ろうとする様子を、見守り励ましていた

だきますよう、よろしくお願いします。 

【セーフティ教室】  

 ９月５日(土)の学校公開日に、「セーフティ教

室」を実施します。１～４年生は、警察署の方か

らの話を通して、身の回りに起こりうる危険につ

いて知り、自分の安全を守る方法について学習し

ます。５・６年生は、専門家の話を通して、イン

ターネットの仕組みやネット・ケータイの危険性、

それらを利用するときの基本的なルールとマナー

について学習します。 

今年度は、５・６年生のセーフティ教室の講師

として、元内閣官房審議官の下村健一先生をお招

きしています。下村先生は、ニュースキャスタ―、

内閣官房審議官、慶応大学招聘教授としてご活躍

される中で、全国の小中学校を回り、メディアリ

テラシー講座の講師としてもご活躍されていま

す。詳細については、別紙にてご案内いたします

ので、多くの保護者・地域の方々のご参観をお待

ちしております。           （中村） 

 

 8･9 月の生活目標 

「つ南小の『学習のきまり』を守ろう。」 

【教務部より】 

 

２学期スタート！ 

楽しかった夏休みも終わり、いよいよ２学期

が始まりました。今学期は大きな行事として学

芸会が予定されているなど、子どもたちにとっ

て大きく飛躍する時期となります。一人一人、

自分なりに目標をもって様々な行事や学習に取

り組んでいってもらいたいと思います。また、

身近な方からの応援や励ましの言葉は、子ども

たちのエネルギーやモチベーションの源になり

ます。ご家庭でもぜひ、子どもたちの話に耳を

傾け、声かけをいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

◆教職員の紹介 

２学期より山田 菜摘教諭の産休代替として、

３～６年尐人数算数を担当していた藤森 はる

か教諭が３年１組の担任となります。また、新

たに３～６年尐人数算数を髙津 観人教諭が担

当することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（星野） 

 

 ２学期より３年生を担任させて頂きます。１学

期の間、子供たちと関わって見えてきた良さを引

き出しながら、成長しゆく子供の伸長の一助とな

るよう努めて参ります。宜しくお願い致します。 

藤森 はるか 

 ２学期より３～６年生の尐人数算数を担当さ

せて頂くことになりました。趣味はサッカーと自

転車に乗ることです。若さを生かして笑顔いっぱ

いがんばっていきたいと思いますので、宜しくお

願いします。              髙津 

観人 

 

 

 

２学期スタート！ 
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【体育委員会より】 

水泳指導も残りわずかです！ 

 

 水泳指導では、一人一人がとてもがんばっていま

した。初めての小学校プールの大きさに慣れない１

年生は、最初の水泳の授業で水に顔を浸けるのも、

水に入るのも怖がっていたのに、１学期終了頃には

どの子もできるようになり笑顔で泳いでいました。

夏休みの水泳指導に参加した子も大勢いました。ど

の子も一生懸命に泳力を伸ばしていました。 

２学期の水泳授業で検定を行います。水泳授業は

あと尐しですが、一人一人が自分の実力を出し切り

この夏の成果・成長となるよう願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●体力向上の取組 

 集会時の子供たちの立っている姿勢が、最近変わ

ってきました。ふらつき、揺れが尐なくなり、集中

して話を聞くことができる子が増えてきました。こ

れは、昨年から実施している朝学習時の体幹運動の

成果が出はじめてきているからだと感じています。

２学期からは、今まで以上に「体幹運動」に重点を

おいていきます。バランス能力だけではなく、「け

んけんぱ」のような遊びを取り入れながら、リズム

能力や反応能力も鍛えていきたいと考えています。 

 ２学期も安全に気をつけながら健康作りを行っ

ていきますのでよろしくお願いします。（米田） 

          

【特別活動委員会より】 

ミニコンサート開催！ 

 

 ミュージッククラブは、４年生から６年生の１２

名で活動しています。どんな演奏に取り組みたいか

全員で話し合い、１学期はトーンチャイムと器楽合

奏に取り組みました。合奏をするには尐し人数が尐

ないですが、異学年で協力し合って和やかに練習し

ています。学期末にはミニコンサートを開き、トー

ンチャイムと器楽合奏で２曲を演奏しました。当日

は尐し緊張していた様子ですが、音楽室に集まった

児童から、大きな拍手をもらうことができました。 

 今年度は、１１月に行われる武蔵野会館祭りにミ

ュージッククラブが出演予定です。２学期から一生

懸命練習しますので、ぜひご来場ください。（田村） 

 

毎年恒例のハイツ祭りでは、雨の中、高学年児童

が中心となって大江戸ダンスを地域の方々に 

ました。 

 ２学期がスタートしました。大きな行事の一環と

して、１０月２３日（金）の全校遠足に向けて、６

年生の児童が中心になり、企画・運営をしていきま

す。縦割り班活動を生かし、来年度の統合に向け、

レク等で楽しく過ごし、つ南・つ北両校の児童の交

流を深めていきます。         （小泉） 

（お知らせ） 

体育授業内の水泳指導が１学期の天候の関係で

予定時間数を行うことができませんでした。その

ため、実施期間を1週間延長します。また、プール

納めを9月4日（金）から9月11日（金）に変更いた

します。水泳指導については、水泳予定時間に達

した学年から通常の体育授業に切り替えていきま

すことをご了承ください。 

 

披露し 
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８・９月行事予定 

8/24（月） 25(火) 26(水) 27(木) 28（金） 6（土） 7(日)  

  夏季休業日終 始業式 

午前授業 

安全指導日 

給食始 

委員会活動 

瑞雲中学校 

学校公開日 

 

31（月） 9/1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) 6(日) 

 あいさつの日 

５年移動教室説

明会（１６：００

～） 

夏休み作品展 

研究授業のため

１年、４年のみ

５時間授業 

 着衣水泳（３、５

年） 

学校公開 

セーフティ

教室 

一斉下校 

 

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

発育測定 

（５、６年） 

発育測定 

（杉の子学級） 

発育測定 

（１、２年） 

クラブ活動 

 発育測定 

（３、４年） 

水泳指導終 

つ北小 

道徳授業地

区公開講座 

 

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

 杉の子宿泊学習

説明会 

昭島市音楽鑑賞

教室（５年） 

郷土資料室見学

（４年） 

    

 

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

敬老の日 国民の休日 秋分の日  ５年宿泊前検診 未来塾  

28(月) 29(火) 30(水) 10/1(木)  2(金) 3(土) 4(日) 

５年山梨移動教

室 

５年山梨移動教

室 

５年山梨移動教

室 

都民の日 あいさつの日 

安全指導日 

  

 

 

 

 

 

 

＜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） 

＜８・９月のスクールカウンセラー（S.C 来校予定＞ 

 ８／２８日（金）、９／１１日（金）、１８日（金）、２５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 

S.C 来校予定 

学校徴収金 第２回 引き落とし日 ９月１４日（月） 

 ９月１１日（金）までに口座にご入金ください。 

間に合わなかった方の再引き落とし日は、２８日（月）となりますので、２５日（金）までにお願いします。 
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