自信と誇りを育み、子供が主役の学校

７月号
練馬区立光和小学校
令和元年 ６月 28 日
校 長 城﨑 真

スローガンに立ち返るよ
○○○○○○○○○○○
う︑子供たちが心がけてい
るところが印象的でした︒
自分たちで休み時間に集
まって話し合いながら進
めていました︒生活班の係
ごとに事前の活動をする
ことが多かったのですが︑
学年全体での活動では︑そ
れぞれの係からの連絡を
し︑共通理解を図りまし
た︒
一日目︑日本製鉄君津製
鉄所の見学では︑鉄を作る
工程とその熱気に興味
津々でした︒富津公園で
は︑普段見ることのできな
い海を見渡すことができ︑
興奮していました︒夜に
は︑キャンプファイヤーを
しました︒事前の活動の際
は︑恥ずかしがる子もいま
したが︑本番では子供たち
の考えた歌やダンスやレ
クを全員が全力で行って
いました︒
二日目︑サンドスキーの
活動では︑砂に足を取られ
ながらも︑そりを使って楽
しみました︒そしてこの

みんなでつくる
五年 岩井移動教室
五年生の岩井移動教室
○○○○○○○○○○○
が六月十三日から十五日
○○○○○
までの二泊三日で行われ
ました︒移動教室は日々の
学校の中では︑体験できな
いことを集団で行い︑子供
たちの生活に変化をもた
らす活動です︒身に付けた
い力としては︑自立︑集団
の中での人間関係︑礼儀な
どがあります︒五月の上旬
頃から移動教室の準備を
始めていきました︒実行委
員を中心に学年スローガ
ン﹁〜笑顔〜みんなでつく
ろう︒思い出に残る︑最高
の移動教室！﹂を決めまし
た︒事前の活動から自分た
ちで協力する機会が多く︑
困ったことがあると︑常に

サンドスキーの様子

五年

藤方

麻衣︶

日は︑千葉の伝統的な漁法の
地引き網体験がありました︒
地元の漁師さんが沖から縄
を垂らしてくれて︑全員で力
○○
を
合○
わ○
せ○
て○
縄○
を○
引○
っ○
張○
り魚
を捕ることができました︒夜
の学年レクでは︑肝試しを行
いました︒男女仲良く回ると
いうめあてのもと︑無事ゴー
ルできました︒
最終日には︑お世話になっ
た宿舎の片付けに追われな
がらも感謝の気持ちを常に
もって行動しました︒
今回の移動教室を通して︑
子供たちは︑普段の学校生活
では︑体験できない事を多く
学びました︒要所要所で︑子
供たちが司会進行や言葉を
全体の前で発する場面では︑
そのときに的を射た言葉が
たくさんでてきました︒連れ
て行かれているのではなく︑
﹁みんなでつくる﹂ことを熱
心に一人一人が考えていた
結果だと思います︒子供たち
は︑自分の課題も移動教室中
に見つけることもできまし
た︒この経験を今後の学校生
活にも生かし︑学校を支える
存在になってほしいです︒
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校長 城﨑 真
﹁働き方改革その２﹂
昨年の７月号にも﹁働き方改革﹂という表
題 で教 員 の勤 務 について書 かせていただき
ました︒今回は続編です︒
一 通知表の一学期所見欄は︑面談に換
えますので︑記載いたしません︒
二 午後六時三〇分〜翌午前七時四五
分まで︑電話はメッセージ対応となり ︑つな
がりません︒
三 各行事の見直し作業をしています︒
対費用効果は︑教育の世界では馴染まない
のかとも思いますが︑対労働効果を考える
必要に迫られています︒

﹁香害﹂
﹁化 学物 質過 敏症﹂という名 前 の方が有
名でしょうか︒建材をはじめとした家庭用
品 や化 粧品 などに含まれる化学 物質 に敏
感に反応して︑頭痛やめまい︑気道や皮膚
の症状など︑様々な症状があらわれるもの
です︒シックハウス症候群は︑集団発生する
ことが多 いため早 急 な対 応 が取 ら れます
が︑発症に個人差がある﹁香害﹂は︑周りか
ら の理 解 と協 力 が得 ら れず ︑生 活 に困 難
をきたしている人がいます︒
そこでお願いです︒これが自分の子供だっ
たら・・・という 意 識 をおもちいただき︑洗
剤・柔軟剤の香料︑整髪料︑ハンドクリーム
などの香 料等の使用にご留意いただくとと
も に授 業 参 観 等 ご来 校 の際 には特 にご配
慮をお願いいたします︒
︵二〇一九年 七月︶
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お願い・お知らせ
☆学力補充教室

☆夏季水泳指導、時間の変更について

夏季休業中の７月２３日（火）から３１日（水）に
かけて学力補充教室を各学年３日程度実施しま
す。 内容は１学期に行った国語や算数を中心と
した補習を行います。
詳しくは、７月８日(月)に学校から出るお便りや
学年だよりをご覧の上、お申し込みください。よろ
しくお願いします。

昨年度より、夏季水泳指導の時間が変更となって
います。詳しくは、後日配布されるお知らせでご確認
ください。

☆ラジオ体操の実施について
今年度も夏季休業中に青少年育成光和小地
域委員の皆様やPTAの方々を中心にラジオ体
操を実施します。多くの児童・保護者の方々に
参加していただきますようよろしくお願いします。
＜実施期間＞
前半 ７月２１日〜７月３１日
後半 ８月２１日〜８月３０日
＜指導時間・場所＞
時間 朝６：３０〜、場所 光和小校庭
なお、ラジオ体操最終日の８月３０日には、
青少年育成環境部の方が通学路の安全確認
のため、パトロールを行います。

＜実施期間＞ 前半 ７月２３日〜８月 ５日
後半 ８月２１日〜８月２７日
＜指導時間＞
１回目 ８：４０〜 ９：３５（受付 ８：２５ 〜 ８：３５）
２回目 １０：００〜１０：５５（受付 ９：４５ 〜 ９：５５）
３回目 １１：２０〜１２：１５（受付１１：０５ 〜１１：１５）
印もれや用具忘れ、遅刻の時などはプールには入れ
ません。ご注意ください。

☆地区祭について
１学期保護者会時に配布した行事予定表に9月8
日(日)に「地区祭」と表記してありますが、正しくは9
月7日(土)です。申し訳ありませんでした。

