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◆新たな教育活動の展開で学び場の充実◆
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サポートルームが大田区内の全小学校に新設

点校・大田区特色ある教育活動実践校として大

されました。本校でも５月１１日からスタート

田区が推進するブルートライアングルプロジェ

をしています。毎週水曜日に巡回指導教員の小

クトに参加しています。６月中旬から毎日のよ

林靖雄先生と藤巻直恵先生が個別指導の場合は

うにアオスジアゲハの幼虫がさなぎになり、羽

教育相談室で授業をおこなっています。また専

化も始めました。幸運にも羽化・放蝶の瞬間に

門員として鈴木和美先生が週５日勤務していま

出逢えた児童もでてきました。興奮しながらご

す。教室でうまく対応できない子を対象にして

家庭でも報告する児童もいるようです。４年後

個別指導や集団指導の連絡調整や指導を行って

の東京オリンピック・パラリンピックを意識し

います。

て、
『蝶の舞うロマンチックな街おおた』をつく
るために、活動を続けます。実践報告会は３学

読書学習司書として５月１８日から、本校の
スクールサポート大五のコーディネーターの一

期の学校公開の時にはできるようにしたいと思
っています。

人である近藤真奈美先生が週３日勤務していま
す。大森西図書館の司書も週１回勤務している

東京都金銭教育研究校（日本銀行指定）とし

ので、図書室で授業のある時間は必ず複数の大

て７月に全クラスでお小遣いの使い方の指導を

人がつくことになりました。読み聞かせボラン

金融広報アドバイザーの水谷千佳先生と担任で

ティア交流会「ヒッポ」の甘利雅子さん・金澤

行います。私も先日、日本銀行本店の荘厳な施

利奈さん、図書ボランティアの方々と共に本好

設に入りましたが、日本銀行の展示室を見学し

きな児童を一層増やしていきたいと思います。

た時は改めてお金の大切さを実感しました。お
金は生活していく上で欠くことができないもの

警察ＯＢの伊藤新市さんが、生活指導支援員

です。小学生の頃から経済を意識した指導をし

として週１回勤務して２ヶ月がたちました。最

て行きます。ご家庭でもどのような事をやった

初は戸惑っていた児童も毎週笑顔で挨拶もでき

のか聞いて、家庭でお金を大切にした生活が実

るようになってきました。特に月曜日には朝の

践できるようにご協力をお願いします。

自転車の多い美原通りにでて交通ボランティア
の方々と共に、児童を見守っていただいていま
す。

夏のワクワクスクールの申し込みも水泳指導
も始まりました。明日の学校生活を楽しみにし
ている子どもたちの、憧れと期待に応えられる

東京都オリンピック・パラリンピック教育重

活動を実施していきます。ご理解とご協力をお

願いいたします。
本年度の地域教育連絡協議会委員・スクール
サポート大五の委員の皆様を紹介します。
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よろしくお願いします。

コーディネーター
戸島

健 PTA 会長

今野奈緒美 PTA 副会長
筒井 みや PTA 副会長
山越 秀樹 PTA 副会長
平島 禎司 PTA 副会長

7 月の生活目標「健康で安全な生活をしよう」
生活指導部

有賀 綾女

梅雨が明けると、暑い夏が待っています。今夏も猛暑が予想されています。水分をこまめにとる、帽子を
かぶる等で、熱中症の予防に努めていきましょう。また、
「十分な睡眠」
「適度な運動」
「偏りのない食事」で
暑さに負けない体力をつけ、冷房の使い過ぎや部屋の冷やし過ぎに注意し、屋外の暑さに日ごろから体を慣
らしておくことも大切です。学校も冷房の設定温度を 28 度にするなどし、取り組んで行きます。

７月の行事予定
１日 金 保健指導 金銭教育４年 保護者会４・５・６年
２日 土 補習教室
３日 日
全校朝会 避難訓練 保護者会１．２．３年 ３組
４日 月
金銭教育３年 骨密度（３－１）
５日 火 読み聞かせ（低） 骨密度（３－２）
６日 水 安全指導 ALT５・６年 金銭教育６年
７日 木 音楽朝会 骨密度（１-１） 都学力向上調査５年 校外学習３組
８日 金 委員会 骨密度（１-２） 金銭教育２年
９日 土 PTA実行委員会
１０日 日
１１日 月 全校朝会 水道キャラバン４年 金銭教育１年
１２日 火 読み聞かせ（高） 着衣での水泳指導３・４・５・６年
１３日 水 ＡＬＴ５・６年 社会科見学（４年）
１４日 木 体育集会 ＡＬＴ１・２・３・４年・３組 骨密度（４－１・３組）
１５日 金 朝英語 クラブ 骨密度予備日 日焼け防止授業６年 金銭教育５年
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海の日
全校朝会 給食終了
終業式
夏季水泳教室１ 学校保健委員会１５：００～
夏季水泳教室２

学習カウンセリング始ＰＭ

学習カウンセリング

夏季水泳教室３ 夏季補習
夏季水泳教室４ 夏季補習
夏季水泳教室５ 夏季補習
夏季水泳教室６
夏季水泳教室７

学習カウンセリング

大五ワールド
特別活動主任

有浦 久美

６月１５日（金）に行われた大五ワールドでは、たくさんの保護者の皆様にお越し頂きありがとうござ
いました。それぞれの学級でみんなが楽しめるものをと何度も話し合いを重ねました。一人ひとりの思い
を言葉にすること、伝え合うことで、形になっていく児童の姿を見ながら、思ったとおりにすすまない難
しい局面でも試行錯誤をすることで、心が育っていくのだと感じました。仲間と知恵を出し合い、支え合
い、学級の仲もより深まりました。児童の相談にのって頂いたり、持ち物の準備をご協力頂いたり、ご家
庭の支えがあり、大成功に終わることができました。お客さんと接する姿、自分の役目をしっかりと果た
す姿、また、友達と笑顔で過ごす姿など、成長を見て頂けたら嬉しいです。

伊豆高原移動教室へ行ってきました。
５年担任

古屋

暢洋

有浦

久美
６月１日～３日移動教室へ行ってきました。カレー作り、星空観察、ハイキング、キャンプファイヤー
など、移動教室ならではの体験をしてきました。そのなかでも集団生活の約束として、特に「５分前行動」
を守りました。きちんとしおりを読み、次の行動を把握する、その結果、一度も集合時刻に遅れることが
ありませんでした。
５年生の児童にとって、初めての移動教室。期待も不安も大きかったと思います。しかし、ご家庭での
準備を丁寧にし、健康に送り出していただけたおかげで、思い出に残る楽しい３日間にすることができま
した。ご協力ありがとうございました。

伊豆高原に行ってきました
３組担任 白木 茂基
５月２５日（水）から２７日（金）までの２泊３日、３組の４・５・６年生は連合移動教室に行ってきました。

前日まで心配していた雨は曇りに変わり、当日は２４℃くらいの快適な気温となりました。初日は、橋立
吊り橋まで散策して、海の景色や吊り橋の恐怖を楽しみました。夜には、６校でキャンドルファイヤーを
して盛り上がりました。２日目はハイキングをしました。２時間かけて海沿いのハイキングコースを歩き
ました。夜には、蒲田小との交流会をしました。それぞれの学校がゲーム企画を持ち寄り、準備や説明な
どすべて取り仕切ります。事前に何度も練習を重ねたので、本番では大成功でした。３日目はガラス工芸
をしました。ガラスのコップに細かな砂を吹きかけて、模様を付ける作業です。子ども達は自分たちので
きにとても満足そうでした。
「来年もまた移動教室へ行きたい。」と口々に話していました。

