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も最優先事項です。もちろん南台小もその通
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ール指導は安全であると判断しました。
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子供たちには自分で判断していこうとする
態度とその力とを，しっかりと身に付けさせ

何か不安材料があると，そのもの自体を中
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物事を避けてしまえば，何も起きませんから
その意味では安心，安全です。しかし，それ
では何も得ることはなく，学びにも繋がりま
せん。
プール指導は４人以上の教員が交替で担当
しましたが，水温や気温そして暑さ指数にも
注視しながら，毎日徹底した児童管理，健康

お知らせ
お互いの人格を尊重し，良好な人間関係を
進める等を目的に，セクシュアル・ハラスメ
ント防止の窓口として学校相談員を以下のよ
うに設けています。
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水泳指導者派遣事業

５年担任

石坂

広大

東村山市体育協会が行っている指導者派遣事業を本校でも実施しました。今回は５・６年生の
水泳指導に，東村山市水泳連盟の方々が指導をしに来てくださいました。６月２９日（金）と７
月１１日（水）の２回行いました。どの子も楽しく水泳の授業を受けられるように，一人一人丁
寧に指導をしてくださいました。子ども達もクロールの手の動かし方や，平泳ぎの足の動きなど
の説明を真剣に聞いていました。ぜひ，来年度も継続できればと思います。そして一人でも多く
の児童が水泳を好きになれるよう，支援していきます。

市内めぐり

3 年担任

郷田

剛

３年生の社会科では，
「東村山市」について学習します。まず，町探検をしながら学校周辺の地
域の様子について学習した後，いよいよ東村山市全体へ。白地図に書き込みながら，１３の町や
１５の小学校の名前，市内の土地の使われ方や主な道路などについて学習しました。
そして，７月３日にバスで市内めぐりに出発。子供たちは，府中街道や新青梅街道の交通量に
驚き，市役所では，滅多に入ることができない市長室を見学することができました。正福寺では，
国宝の千体地蔵堂を興味深く見ていました。教室で学習したことを自分の目で確かめることがで
きた，充実した市内めぐりでした。

また，７月５日はもう１つの校外学習，日体桜華中学校を訪問しての「七夕交流会」も行いま
した。生徒のお姉さんに教えていただいて折り紙の七夕飾りを作り，持参した願い事の短冊と一
緒に笹に飾りつけました。子供たちは，楽しい交流ができてうれしそうにしていました。

にじいろまつり

担当

川手

恵子

７月１３日（金）に「にじいろまつり」を行いました。作って遊べるおもちゃの店をにじいろ
班ごとに準備し，お客さんとしてお店を回ったり，店員さんとしてお客さんを迎えたりしました。
７月の実施だったため，例年より準備期間が短い中でしたが，６年生の班長を中心に準備をすす
め，無事成功させることができました。
にじいろ委員会では，まつりを盛り上げるための工夫を話し合い，にじいろまつりが近づくと，
「にじいろまつりまであと○日」と大きく掲示をしてカウントダウンをしました。また，今年度
は新しい試みとして，校内テレビ放送を活用して各班長がお店の宣伝を行いました。

当日は，ペアで協力して店番をする
姿や，夢中になって作ったり遊んだり
する姿がたくさん見られました。子供
たちは，「にじいろまつり」の活動を
通して，協力すること，いろいろな友
達とかかわることのよさや大切さを
学ぶことができました。

音楽の授業の様子から

音楽担当

鈴木樹里

〇２年生「３びょうしをかんじながらリズムをうとう」
７月，
「いるかはざんぶらこ」という 3 拍子の曲に合わせて，歌ったり打楽器でリズムを打っ
たりしました。１学期中，2 拍子や 3 拍子の曲を聴いて体を動
かしたり歌ったりするなど，拍子
を感じたり表現したりする活動に
たくさん取り組んできました。学
習の最後にはバンブーダンス（実
際には，竹ではなく２本の線のう
えで飛び跳ねましたが）にも挑戦
し，打楽器や歌と合わせて踊りま
した。「うたいたい！」「たたきたい！」「おどりたい！」と意欲的に活動する子供たちでした。
〇３年生「リコーダーとなかよしになろう」
３年生になって，新しくリコーダーの学習が始まりました。
最初の音は「ソ」。指使いを知り，姿勢よくリコーダーを吹く
こと，舌を使ってタンギングをしながら吹くこと，ちょうどよ
い強さの息で吹くこと。子供たちは，毎回集中してリコーダー
の練習に励んでいました。

オリンピック・パラリンピック教育

担当

星

昭伍

アイスホッケー女子日本代表 平昌オリンピック出場
西武プリンセスラビッツ所属 床 亜矢可さん
床 秦留可さん講演
東村山在住の冬季オリンピック選手が南台小学校に来てくださいました。子ども達は，事前に
南校舎２階のオリパラコーナーを参考にして，アイスホッ
ケーや床さん姉妹について知り，聞きたいことを考えまし
た。それらをもとに，教員と床さん姉妹とのトークショー
の形で講演会を行いました。「どのくらい練習しているの
か。」
「やめたくなったときはあるか。」など様々な質問を通
して，続けることの大切さや難しさを感じたようでした。
また，防具やパックを触らせていただいたり，オリンピッ
クでの選手村の様子を教えていただいたりと興味・関心が
より高まりました。
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生活目標 ： 落ち着いた生活をしよう
給食目標 ： 好き嫌いなく食べましょう
日

月

火

水

木

金

１

「ＳＣ」はスクールカウンセラーの宮本先生の来校日です。
（9 時から 16 時 00 分）
面談を希望される方は副校長までご連絡ください。

２

３

４

始業式
給食始
5 時間授業掃除なし

１・２・３年
身体測定

１０

１１

９
町民運動会
（富士見小）

１６

安全指導

上学年読み聞かせ

１７

１８

敬老の日
２３

２４

２５

振替休日

掃除なし
4 年ごみ出前授業

秋分の日
３０

５
ぎんなんタイム
４・５・６年
身体測定
3-1 研究授業（5 校時）
3-1 以外 4 時時間授業掃除なし
１２
ぎんなんタイム
給食集金日
5-2 研究授業(5 校時)
5-2 以外 4 時時間授業掃除なし
１９

土

６

７

８

6 年移動教室説明会
ＳＣ
6 年 5 時間授業

クラス遊び
クラブ

人権メッセー

１３

１４

１５

避難訓練
給食集金日
ＳＣ

にじいろ遊び
委員会

長寿を祝う会

２０

２１

２２

ぎんなんタイム
小中連携

6 年移動教室前検診
ＳＣ
ALT

クラブ
(10 月分)

２６

２７

２８

ぎんなんタイム
6 年日光移動教室

6 年日光移動教室
給食試食会
ＳＣ

6 年日光移動教室
ふふふあいさつデー

ジ発表会
（府中）

６年

２９

７・８月がんばったで賞
全校朝会で表彰した団体の紹介です。
★富士見ミニバスケットボールクラブ

多摩リーグ夏季大会

７/１《優勝》

★○○さん（６年）○○さん（４年）○○さん（４年）
多摩リーグ東京都スポーツ少年団狭義別交流大会 バスケットボール 7/１《優勝》 ７/８《３位》
★○○さん（6 年）
ＡＥＯＮ

ＰＲＥＳＥＮＴＳ

2018

バスケットボールジャパンカップ

Ｕ―12

７/15《個人 BEST５》

★○○さん（6 年） サンロッカーズ渋谷ユースチーム ７/15《準優勝》
携帯電話専用小型簡易型回収ボックスの設置について
東村山市では，2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルの原材料とするため，小型家電
を回収しています。南台小では，ＰＴＡ室入り口前に設置しています。携帯電話・スマートフォンの回収を行って
います。ご協力よろしくお願いします。

都民の日

10 月 1 日

今年度，都民の日である 10 月 1 日は学校休業日になります。
6 時～14 時（用務勤務）
，16 時～22 時（警備勤務）となります。14 時～16 時は機械警備となり，学校敷地内に
入れませんのでご注意ください。

