
 

 

 

 

 

 

 

 
◆昨年度，子供たちに「あなたの宝物は何ですか。」

と聞いたことがありました。その回答をみると，

本・おもちゃなどの買ってもらったもの，手作りし

てもらったもの，ランドセルや筆箱・ピアノ・バイ

オリン・サッカーボールなどの長い間使って愛着

のあるもの，アルバムや写真・手紙といった思い出

の品物など，自分と関わりのあるものを宝物とし

てあげていました。中には，家族から授かった「命」

を一番大切なものとしてあげた子もいました。 

 結果は，第５位「ぬいぐるみ」，第４位「ペット」

第３位「ゲーム」，第２「友達」となりました。そ

して，４４％の子供が「家族」を一番大切なもの，

宝物としてあげていました。その理由として， 

・わたしのことを支えてくれる。つらいとき，い

つも話を聞いてアドバイスなどしてくれる。 

・自分のことを一番知っている。 

・自分のことを大事にしてくれる。家族のおか

げで成長してきたから。 

・いつもやさしくしてくれる。どんなときも守

ってくれる。家族がいるから生きている。 

などがあげられていました。「私を一番かわいが

ってくれているので，私の宝物はおばあちゃんで

す。」といった子もいました。 

 ぬいぐるみ，ペットは心がほっとくつろげるも

のとして，友達は一緒に遊んだときの楽しさから，

ゲームは「やると気分がスッキリする。」という理

由で，宝物のようです。 

 ゲームはこわれないようにそっと扱う，本なら

ば汚さないように大事に使うことで大切に扱うこ

とができます。では，大事な宝物である家族を大切

にするにはどうすれば良いのか，これから子供た

ちに考えていってほしいと思っています。そして，

考えたことを，また聞いてみたいと思います。 

 ２６日（土）の運動会でも，家族に見守られて活

躍する子供たちの姿，その子供たちを応援する家

族の姿がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運動会では，教職員には「時間を意識すること」

を，子供たちには，「自分の力をすべて出し切るこ

と」，「仲間と力を合わせること」，「互いに学び合う

こと」の三つのことを期待し，それらが成し遂げら

れた素晴らしい運動会でした。 

ゴールを目指してニコニコと走る子，真剣な眼

差しで走り抜ける子，どちらも出番を終えた後の

誇らしげな笑顔に力を出し切ったという達成感や

満足感が広がっていました。一人一人をアピール

しながら学年の特色を出した表現では，「合わせる」

という集団を意識させた指導が実っていました。

練習時に心配していた学年も，本番では周りの子

供たちと心を，手と足を「合わせて」踊る姿に成長

を感じました。 

今年度初めて試みた５・６年生合同の表現「飛躍

～舞～」はいかがでしたか。６年生は５年生に教え

ることで自らの踊りの技を振り返り，５年生は６

年生から踊りの技を学ぶとともに，次年度の最高

学年としての自らの姿への見通しがもてたと思い

ます。これからも毎年踊りが進化し続け，技が向上

していくことを期待します。 

騎馬戦やリレー，各学年の団体競技の時には，

赤・白・青組が一斉にそれぞれの色を応援し，盛り

上がり，会場中が一体となった感がしました 

高学年の子供たちが，学校の中心となってテキ

パキと係の仕事をやり遂げる姿は頼もしく，各組

の応援団長を中心とした応援合戦も見応えがあり

ました。赤・白・青組がそれぞれの色の応援歌を同

時に歌う場面の，校庭が割れんばかりの声量と子

供たちの一生懸命さには，毎年のことながら心が

揺り動かされ大きな感動を味わいます。 

子供たちが怪我なく，進行が時間通りにできた

ことに，各学年の頑張りに，満足のいく運動会でし

た。子供たちを褒めてください。 

 ご来校くださり，温かい声援を送ってくださっ

たすべての皆様に，心より感謝申し上げます。  

 

 

 

 

 

N o . 4 1 9  6 月 号 
平成 30 年 6 月 1 日 
調布市立若葉小学校 

校長 星野 由美子 

大切な宝物は「家族」，家族に見守られた運動会     校長 星野 由美子 

若葉小学校は，「調布市教育委員会研究推進校」で

すが，もう一つ「東京都学校歯科保健推進校」とな

りました。歯と口の健康を守る「口腔の健康づく

り」について意識させていきたいと考えています。  



             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

代表委員会        委員長  
主な仕事は，運動会などのスローガンを決めること

や，学校をよりよくするために活動することです。今

年は，あいさつに力を入れていき，若葉小学校のみん

なが一日一日を元気に過ごせるようにしていきます。

学級の代表として一生懸命頑張りますので，よろしく

お願いします。 

音楽委員会        委員長  
前期音楽委員の主な仕事は，運動会の行進曲や歌の

伴奏です。他に，音楽集会での今月の歌の伴奏もあり

ます。朝や休み時間に練習します。６年生は，６月か

ら金管楽器を担当します。若葉小のみんなが音楽を楽

しんでもらえるように，委員会一同，一生懸命に頑張

ります。  

 

給食委員会        委員長  

給食委員会の主な仕事は，栄養黒板のカードのはり

かえ，クイズや給食のことをもっと知ってもらうため

の給食新聞やポスターを作ること，食器をきれいにし

てもらえるようにワゴンチェックをしてクラスへ伝

えることです。給食委員会一同，全校が楽しく給食を

食べられるように精一杯頑張ります。 

集会委員会        委員長  
 集会委員会の主な仕事は，遊びを考えてみんなで楽

しむ時間をつくることです。低学年から高学年まで，

みんなが楽しく安全に遊べる遊びを考えています。ま

た，本番に向けて朝や中休みに自主的に練習もしてい

ます。今年は，今までやったことがない遊びにチャレ

ンジしようとみんなで考えています。 

図書委員会        委員長  
図書委員会では，休み時間の本の貸し出しや返却の

手伝い，本の整理などが主な仕事です。また，読書月

間・旬間では，図書集会やおすすめの本の紹介などを

します。みんなに『本を読むことは楽しい！』と，   

思ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いし

ます。 

体育委員会     委員長  

体育委員会では，校庭のブラシがけ，ビブスたたみ，

体育館の空気の入れかえ，体育館倉庫の整理を毎日欠

かさずにしています。これからも，若葉小のみなさん

が安全に楽しく運動ができる環境作りを心がけてい

きます。体育委員会一同，精一杯頑張りますのでよろ

しくお願いします。 

放送委員会        委員長  
放送委員会の主な仕事は，朝や中休み，昼休み，  

放課後，下校時の放送など，学校に関わる放送を流し

ている委員会です。１年生から６年生まで，みんなが

楽しめるような放送を届けられるように，放送委員会

一同，全力をつくして頑張っていきます。 

理科委員会        委員長  

理科委員会の主な仕事は，理科室で飼育している動

物・植物の世話や前日理科の授業などで使ってかわか

しておいた実験道具を正しい位置に戻すことです。ま

た理科室裏の雑草を抜いたり、アブラナなどの種取り

もしたりしています。理科の学習がしやすいように一

生懸命がんばりますのでよろしくお願いします。 

環境美化委員会     委員長  
環境美化委員会の主な仕事は，学校全体の花の水や

り，靴箱や傘立てが整頓されているかなどを点検する

ことです。またそうじ用具の入れ方など,ポスターを

通じて伝えています。環境美化委員は，全校のみなさ

んが毎日気持ちよい学校生活ができるように頑張っ

ています。みなさんもご協力をお願いします。 

保健委員会        委員長  

保健委員会の主な仕事は，トイレットペーパー，石

けんの補充や救急バックの点検，水質検査です。他に

も健康に対する意識を高めてもらうため，ポスター作

成やハンカチ調査なども行っています。保健委員は，

全校のみなさんが健康に過ごすことができるよう，一

生懸命頑張りますので，よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 「えがおでやってみよう！」            ２年 「わくわく♪わかばのたからじま」 

 ポンポンを持ち，とびっきりの笑顔で踊りました。     バトンを上手に使い，息の合った演技ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

３年 「AGEHA～Burn the mind～」                   4 年 「輝け！ヨッシャ来い！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ５・６年 「飛躍～舞～」                  「応援団」 

御神楽の技を学び合った１９６人の舞いは迫力満点でした。    応援団の力強い声が運動会を盛り上げました。 

６年生は「ねぶた YOSAKOI 大乱舞」を，音楽に合わせて 

リズミカルに踊りました。 

 

☆学校公開及び ７月保護者会のお知らせ   
学校公開 

６月２３日（土）８：３０～１２：１５ 

１校時から４校時まで授業公開です。 ＊教科等の詳細は，後日別紙にてお知らせします。 

○授業参観中の教室や廊下での私語，携帯電話のご使用はお控えください。 

○当日は，名札・上履き・外履き用の袋をご持参ください。下駄箱の上には，靴を置かな 

いでください。 

１学期末 保護者会 

日にち    【１・４年】７月 ３日（火） 【２・６年】７月 ５日（木） 【３・５年】７月 ６日（金）   

時間・場所  １５：００～ 各教室   

○当日は，名札・上履き・外履き用の袋をご持参ください。下駄箱の上には，靴を置かないでください。 

運動会フォトギャラリー ～表現～ 

カラフルな鳴子の音と心を合わせたかけ声が，校庭

中に鳴り響きました。 
鮮やかなはっぴを着て，リズムの速いダンスが 

かっこよく決まりました。 



 

 

日 曜 主 な 行 事 

１ 金 
読書月間（～29 日） 

普通救命講習 6 年 

２ 土 
 

３ 日 
 

４ 月 全校朝会  委員会活動 

体力テスト 1・3・4・6年 

５ 火 

内科検診 3・6年 

体力テスト 2・5年 

フィールドワーク 4年 

６ 水 
短縮 5時間授業 

内科検診 1・2年 

演劇鑑賞教室 4 年 

７ 木 

図書集会 内科検診 4・5年 

音楽鑑賞教室 6 年 

町探検 2 年 

８ 金 
 

９ 土 
 

10 日 
 

11 月 

全校朝会 安全指導日 

セーフティ教室 3～6年 

町探検 2 年 

12 火 クラブ活動 

13 水 短縮５時間授業 

歯科検診 3・4年 

14 木 体育朝会 交通安全教室３年 

15 金 

４時間授業 

校内研究授業 

（3年 2組のみ 5時間授業） 

16 土 
 

17 日 
 

18 月 

全校朝会 クラブ活動 

水泳指導開始（～9月 21 日） 

エンジョイスポーツⅠ（長縄） 

（～23 日） 

19 火 
 

20 水 
 

21 木 音楽集会 

22 金 きょうだい学年交流会 

23 土 
学校公開日 短縮４時間授業 

道徳授業地区公開講座 

24 日 
 

25 月 全校朝会 クラブ活動 

26 火  

27 水 

4 時間授業 

校内研究授業 

（2年 1組のみ 5時間授業） 

28 木 
児童集会 社会科見学 3年 

水道キャラバン 4年 

29 金 
避難訓練 定期健康診断終 

読書月間終 

30 土  

元気よくあいさつしよう 

          生活指導部       
毎朝，校庭や廊下，教室などいろいろな場所で，「おはようございます。」

という声がたくさん聞こえてきます。朝の子供たちの元気な声から，私も元

気をもらっています。あいさつは人との大切なコミュニケーションの１つで

す。どのように伝えるかも大切です。今月は，明るく元気に，はっきりと声に

出し（すすんで）あいさつをする，という意識をもって取り組んでいきます。 

若葉小学校全体に，気持ちの良いあいさつが響き渡るよう，我々大人も

含め，一人一人が努力していきたいと思います。 

☆セーフティ教室のお知らせ   生活指導部 

近年，様々な情報機器からインターネットにつながるようになり，児童が

ネットトラブルに遭遇する機会が増えてきています。今年度も，６月１１日

（月）に調布警察署とＮТТ東日本東京事業部の方々をお招きし，３年生

から６年生の児童対象に，インターネット利用時の適切なコミュニケーショ

ンやマナー，注意点についてお話していただきます。児童が自らインター

ネットを安全かつ上手に使うコツを考える機会となると同時に，ご家庭でも

「情報モラル」について話し合い，考えていただく機会となればと思いま

す。保護者の皆さまも一緒にご参加可能です。 

また、近年，調布市内でも，万引き件数が増加してきています。万引き

の低年齢化も進んでおり，今後の子供たちの規範意識が危惧されます。

万引き防止についても話していただきます。 

第１部 １３：４０～１４：２５（児童と保護者向け）       会場：体育館 

第２部 １４：４０～１５：１０（警察署より保護者や地域の方との協議会） 

☆水泳学習について            体育部  

今年度の水泳学習の期間は，平成３０年６月１８日（月）～９月２１日

（金）です。 

水泳は，水の中という非日常的な環境で身体を操作する運動であり，健

康状態の把握を含め，安全に十分に配慮する必要があります。水泳学習

を安全に行うために，各ご家庭で健康管理をお願いします。また，耳鼻科

検診の結果で治療が必要な場合はお早めに受診してください。爪を切る

ことも安全のために必要です。 

 

後日水泳カードを配布します。水泳学習のある日は，健康観察，検温を

ご家庭で行い，必ず保護者印を押してください。保護者印，体温の記入が

ない場合は，見学となります。水泳指導が始まる前に，水着や帽子の記

名，新学年の記入，サイズなどをご確認ください。また，ミサンガ等の体に

付けた装飾品は必ず外すようにしてください。 

安全に水泳指導が進められるよう，ご協力をお願いします。 

６月の生活目標


