
 

 

 

                              

 

                                                                                                     

 

 

 

校長より 

今学期を振り返ると、皆様のご理解、ご協力の

お陰でウィズコロナ、ニューノーマルな教育活動

が構築され、様々な取り組みが安全に実行できま

した。これらの体験を通して、生徒は着実に成長

しています。いよいよ夏休みです。生徒のみなさ

んは、事故や怪我、事件に十分注意をして過ごし

てください。そして、保護者、地域の皆様には、

子供の見守りをよろしくお願いいたします。 

 

～終業式・校長より～ 

 私から皆さんにお願いしたいことはただ１つ、

「命を大事にしてください」ということです。命

より大切なものは何一つとしてありません。「ま

さか、命にかかわることになるとは思わなかっ

た」そういうところで事故は起きます。携帯を操

作しながら歩いたり、自転車に乗ったりしている

人はいませんか？大人がいないところで川に入っ

たり、火遊びをしたりする人はいませんか？無茶

をしたり、体を傷つけたりする人はいませんか？

命は無くしたら取り返せません。回避できる危険

は必ず回避してください。万が一を想定し行動す 

ることが大切です。夏休み中に限らずですが、何

か困ったことがあったら抱え込まずに大人に相談

してください。四中ＨＰ、生徒手帳に掲載してい

る相談窓口の他、以下の相談窓口もあります。気

軽に利用してください。 

 

相談窓口 

ＴＯＫＹＯほっとメッセージチャンネルここから 

 

 

 

 

 

 

 

小学生見学会 

 6月 29日(水)小中連携事業の一環として、若

葉小学校、調和小学校の 6年生約１６０名が参加

しました。児童のみなさんは、校内巡りをしなが

ら、授業の様子や、特別教室を見学しました。そ

のあと体育館で、4中生有志(約 30名)による合

唱を聴いたり、生徒会役員による学校生活の紹介

を聞いたりしました。生徒のみなさんに協力して

もらって作成した委員会・部活動の説明動画も上

映しました。児童のみなさんは興味津々で、立派

な態度で臨んでいました。小学校の先生方は「大

変良い見学会でした。感謝しています。」と言っ

ておられました。 

 

 

 

熱中症対策 

①昇降口にミストシャワーを設置  

しました。熱中症対策の新たな 

一手と考えています。 

 

②4(月)に、保健委員会から注意すべきことにつ

いて具体的に話がありました。しっかり食べる。

こまめに水分補

給する。マス

ク・服装は適切

に。十分に睡眠

をとる等です。 

保護者の皆様にはお子さんに、屋外では帽子を

かぶる、マスクをとる、半袖にする等状況に応じ

た声かけをお願いします。 

令和４年７月２０日(火) 

第７号 校長 生野 まゆみ  

↑合唱 
 

生徒会役員→ 

 
「TOKYO ほっと
メッセージチャン
ネル」を検索して
もつながります 

 

https://ijime.metro.tokyo.lg.jp/message/


 

あすチャレ！ｓｃｈｏｏｌ 

2年生が、「障がい者理解・ス

ポーツ志向」の一環として実

施しました。2000年シド

ニーパラリンピック車いす

バスケットボールキャプテ

ン根木慎志さんを講師にお迎

えました。根木さんのプレイを

見せて頂いたり、生徒が車イスバスケットを実際

に体験したりしました。また、根木さんから生徒

のみなさんに向けて「障がいとは何なのか」「可

能性に挑戦する勇気」などについてメッセージを

いただきました。 

 

浴衣の着付け 

3年生が、「日本人としての自覚と誇り」の一

環として実施しました。 

 毎年、この時期に

和服の歴史や国外か

ら見た日本の話など

を踏まえ、日本文化

（和服）にふれる体

験を行っています。 

 特定非営利活動法

人「きもの笑顔」の

講師の方５名より、

クラスごとに指導を

受け、生徒たちは真

剣に、そして楽しそ

うに、ゆかたを着付けていました。生徒からは、

「これからも日本文化に興味関心をもち続け、若

い世代に伝える大切さ実感し、今後に繋げたいで

す。」とのお礼の言葉を伝えました。講師の先生

方より「とても素晴らしい生徒たちですね。」と

の声をいただきました。 

なお、前号で 4(金)実施と案内しましたが

14(木)の実施となりましたことを、お詫びいた

します。 

 

福祉体験 

1年生が、「障がい者理

解・スポーツ志向」の一環

として実施しました。 

調布市社会福祉協議会の

方に手話講座・点字講座・

ガイドヘルプ講座・車椅子

講座を開設していただきま

した。生徒たちにとって、

当事者から直接お話を聞く

機会はとても貴重なもので

した。 

点字講座では、視覚障がいのある方からの説明

を聞き、実際に点字セットを使って自分の名前を

打つ体験をしました。車椅子講座では、乗る側と

押す側の両方を体験し、段差のところでは「下り

るよ」と声掛けをしながら、慎重に車椅子の操作

を行いました。今回の体験学習を通して、障がい

に対する正しい理解へとつながりました。 

 2学期の総合的な学習の時間では、今回の学習

をもとに福祉について調べ、発表します。 

 

2年生職業ウィーク（取組の一部を紹介） 

職業レディネス・テスト 

職業の適性をみる一つの手段として、ハローワ

ークと連携し実施しました。将来を考える良い機

会となりました。 

お金の知識・株式会社の知恵 

チャレンジお菓子の株式会社 

日本証券協会から講

師を招き、株式会社の

仕組みや、お金の流れ

（資金調達）を体験す

るという内容の学習プ

ログラムでした。 

株式会社、投資につ

いての知識を身に付け

た後、生徒たちは班に

なって体験学習をしま

した。各班が製菓会社

となって、商品開発、

パッケージデザインに

取り組みました。そし

て、どの班のお菓子会社に投資するのか、株券を

使って取引しました。生徒たちは自分の班のお菓

子に投資してもらうように、工夫していました。 



授業参観 11(月)～15(金) 

感染予防のため、平日のみで、一部の教科では

生徒の活動やスペースの都合で参観を遠慮してい

ただくなど対策を取らせ

ていただきながら、実施

しました。ご協力ありが

とうございました。5日

間の、参観者数は延べ、

１４６名でした。 

今後も感染状況を踏まえながら、授業や生徒の

活動を見ていただく機会を増やしていきたいと思

います。 

保護者アンケートより（一部紹介） 

・普段の授業の様子をじっくり観る事が出来て良

かったです。コロナ禍で大変な中、貴重な時間を

設けていただきありがとうございました。 

・授業中にわいわい楽しみつつも、先生の話を聞

くべき時は聞き、全体的に落ち着いていて良かっ

たです。 

 

ＳＯＳの出し方教育 

11(月)、全クラスで実

施しました。何か悩みが

あるときは、抱え込まず

にＳＯＳを出すことが解

決への第 1歩です。ＳＯ

Ｓの出し方について、具

体的に確認をしました。 

 

三者面談 

 全学年、7月 21日(木)～8月 5日(金)に、三者

面談を実施いたします。出張など、担任の勤務の

都合上、日程については、上記と異なる場合があ

ります。日程調整についてはすでに担任からご協

力の依頼をさせていただきました。どうぞよろし

くお願いいたします。なお、1学期の通知表の所

見は、三者面談に代えさせていただきます。 

 

夏季休業中の緊急連絡について 

(土)(日)と８/８(月)～１５(月)が閉庁日になり

ます。緊急の場合は調布市役所 042-481-7111

までお電話ください。なお、生徒がコロナウィル

スの感染者、又は濃厚接触者になった場合は、閉

庁日を除く直近の平日に学校の欠席メールへ連絡

してください。必要に応じて学校から連絡をいた

します。（市役所への連絡は不要です） 

 

８・９月の予定 

 

８月の目標 熱中症に気を付けよう 

9月の目標 防災への日常的な備え及び 

的確な避難行動を見直そう 

 

お知らせ 技能補助員(用務員)馬場 勝さんが、 

7月 1日付で着任しましたのでお知らせします。 

 

日 曜 行事予定 

8/29 月 始業式 がん教育(3年) 

30 火 給食始 専門委員会 生徒協議会 

31 水  

9/1 木  

2 金 生徒会役員・専門委員会委員長選挙  

3 土  

4 日  

5 月 生徒会朝礼 

6 火  

7 水  

8 木 
古典芸能鑑賞教室(1年)  

1年のみ弁当 

9 金  

10 土  

11 日  

12 月 中間考査 

13 火 中間考査 修学旅行前検診(3年) 

14 水 避難訓練 

15 木 専門委員会 

16 金 生徒協議会 

17 土  

18 日  

19 月 敬老の日  

20 火       修学旅行(3年) 

21 水 校外学習(2年)      

22 木  

23 金 秋分の日 

24 土  

25 日  

26 月 
全校朝礼 安全指導  

音楽祭練習始 

27 火  

28 水  

29 木  

30 金  

グリーンホールで
「狂言」を鑑賞す
る予定です。 


