
時折,どこからともなく応援歌

が聞こえてきます。頑張った運動

会の余韻が伝わってくるようで

す。 

 ５月２５日の運動会は,例年以

上に子どもたちの健康・安全に配                            

慮して実施しました。保護者・地

域の皆様が学校に寄り添ってく

ださり,何かできることはないか

と,対応にご協力くださったこと

は大変心強く,改めて感謝申し上

げます。 

  さて,今年度,本校は「特別の教

科 道徳」について研究を深め，

授業改善を進めてまいります。左

記の詩は,先日,本校でご講演い

ただいた,武庫川女子大学大学院

教授 押谷由夫先生（元文部科学

省 教科調査官・道徳担当）がお

書きになったものです。言葉一つ

一つに心を揺さぶられ,感動を覚

えました。 

 ６月は,ふれあい月間です。学

校・家庭・地域が連携して,子ど

もたちがよりよく生きようとす

る心を信じ,限りなき愛情を注い

でまいりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 限りなき愛情を     校長 渡邊 桂子 

 HP  http://www.chofu-schools.jp/wakaba-sho/   E-Mail  wakaba-sho@chofu-schools.jp 

「若葉小 未来につなげる みんなのわ」 

若葉小だより 
N o . 4 3 0     6 月号 

令 和 元 年 ６ 月 ３ 日 

調布市立若葉小学校 

校 長   渡 邊 桂 子 

限りなき愛情を注ぐことが道徳教育の原点   押谷由夫                        

愛情を注ぐとはどういうことでしょう 

愛はぬくもりです 

ぬくもりを感じるのは 肌と心です 

肌のぬくもりは肌と触れ合うことで感じます 

握手をする ハイタッチをする 

それだけでぬくもりが伝わってきます 

肌のぬくもりは心のぬくもりへとつながります 

心のぬくもりは心を包み込んでもらったときに感じます 

私の側に立って話してもらえるとき 

私を丸ごと認めてもらえるとき 

自分以上に私のことを思ってもらえるとき 

心が自然にあたたまります  

どうしてこのような対応ができるのでしょう 

相手を信頼しているからです 

だれもがよりよく生きようとする心をもっています 

そのことを信じるからこそ 

心のぬくもりを伝えることができるのです 

このことを一言でいえばリスペクト（敬意）です 

一人一人をかけがえのない存在として敬うことです 

愛情を注ぐとは 

よりよく生きようとする心を信じ 

一人一人へのリスペクト（敬意）を深めていくことと言えるので

すそれは道徳教育の原点にほかなりません 

道徳教育を充実させるとは 

一人一人への愛情を深め 

一人一人のよりよく生きようとする心への信頼を強め 

一人一人へのリスペクト（敬意）を高めていく 

そしてよりよい自分と社会を創っていくことなのです 

 

 

                



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表委員会        委員長 奥村 水紀 

代表委員会は，学校の代表として，運動会やグリ

ーンフェスティバルなどのスローガンを決めるこ

とや，あいさつ運動など，学校をよりよくするため

に活動しています。前期代表委員会一同，あいさつ

であふれる学校をつくるために全力で取り組みま

す。よろしくお願いします。 

音楽委員会        委員長 本間 唯愛 

前期音楽委員の主な仕事は，運動会での行進曲演

奏や歌の伴奏です。その他に，音楽集会では，今月

の歌の伴奏を担当します。６年生は，金管楽器使っ

て，演奏します。みんなが音楽を楽しんでもらえる

ように，委員会一同，協力して取り組みます。 

 

給食委員会        委員長 朽木 真生 

給食委員会の主な仕事は，各クラスのワゴンの中

の状態をチェックするワゴンチェック，その日の食

材をパネルに表す栄養黒板のカードのはりかえ，給

食にまつわるクイズ，ニュースなどを伝えるポスタ

ー作りなどです。みなさんに給食を楽しんでもらえ

るよう，全力でがんばります。よろしくお願いしま

す。 

集会委員会        委員長 渡辺 健悟 

 集会委員会の主な仕事は，めあてを考え，めあて

に沿ったクイズを出したり，全校で遊ぶ計画を立て

実行したりすることです。面白い遊びがないかをみ

んなで考えていきます。集会委員会一同，１年生か

ら６年生まで，みんなが楽しく安全に楽しめる集会

にしていくように頑張ります。 

図書委員会        委員長 藤本 志希 

図書委員会の主な仕事は，本の貸し出しや返却，

本の整理などです。その他にも，図書集会や図書新

聞など，みなさんが楽しく本を読めるような仕事を

たくさんをしています。図書委員会一同たくさんの

人が本を好きになれるように頑張りますのでよろ

しくお願いします。 

体育委員会      委員長 兼平 駿 

体育委員会の主な仕事は，体育倉庫の整理，ゼッ

ケン整理，校庭のブラシかけなどです。大きな活動

としては，体育朝会で長縄を跳んだり，プール掃除

をしたりします。体育委員会一同，みんなが楽しく

体育ができるように全身全霊で取り組んでいきま

す。どうぞよろしくお願いします。 

放送委員会        委員長 松野 たな 

放送委員会の主な仕事は，朝や２０分休み，掃除，

最終下校時刻など，児童が時間通りに行動できるよ

うに放送することです。また，給食時間には，みな

さんが楽しめるように放送をしています。放送委員

会一同，全校児童が時間通りに行動できるよう，全

力をつくして頑張りますのでよろしくお願いしま

す。 

理科委員会        委員長 濱畑 青空 

理科委員会の毎日の仕事は，理科室で飼育してい

るメダカや金魚などの動物・理科室内外の植物の世

話と前日の理科の授業などで使って乾かしておい

た実験器具を正しい位置に戻すことなどです。理科

の学習がしやすくなるように，実験器具の整理整頓

などもしています。 

環境美化委員会     委員長 大園 隆司 

環境美化委員会の主な仕事は，花の水やりや，靴

箱・傘立ての整頓チェックです。また，そうじ用具

の入れ方など,ポスターなどで全校に伝えていきま

す。環境美化委員一同，「花と笑顔のあふれる学校」

を目指して，若葉小学校がきれいになるようにがん

ばりますので，よろしくお願いします。 

保健委員会        委員長 鈴木 理央 

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。

また健康に関するポスターの作成やハンカチ調査

などにも取り組みます。保健委員会は，声かけや自

分から進んで活動することを意識し，若葉小のみん

なが毎日元気に学校生活を送れるように頑張りま

す。 



６月の生活目標 「元気よくあいさつしよう」 

 

生活指導部 棚橋 香織 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーフティ教室のお知らせ 

生活指導部 柵山 大二郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泳学習について 

                              体育部 久保 優斗 

 

 

             

日 曜 主 な 行 事 

1 土 
 

2 日 
 

3 月 
全校朝会 読書月間始 
あいさつ運動週間始 
委員会活動 

4 火 

学習タイム 
内科検診(2・5年) 
スポーツテスト(3・4年) 
音楽鑑賞教室(6年) 

5 水 
おはよう読書 
内科検診(3・4年) 
スポーツテスト(2・5年) 

6 木 
図書集会 
内科検診(1・6年) 

7 金 
おはよう読書 
あいさつ運動終 

8 土 若葉の杜の音楽会 
9 日 

 

10 月 
全校朝会 水泳指導始 
クラブ活動 
社会科見学(4年) 

11 火 

学習タイム  安全指導
日 
セーフティ教室(3～6
年) 

12 水 
おはよう読書  
短縮 5時間授業 

13 木 児童集会  

14 金 
おはよう読書 
社会科見学(5年) 
交通安全教室(3年) 

15 土 
学校公開日  
短縮 4時間授業 

16 日 
 

17 月 
全校朝会 クラブ活動 
社会科見学(4年) 

18 火 
学習タイム 
歯科検診（3・4年） 

19 水 おはよう読書 

20 木 耳鼻科検診(4～6年) 

21 金 おはよう読書  

22 土 
 

23 日 
 

24 月 全校朝会 クラブ活動 

25 火 
学習タイム 
きょうだい学年交流会 

26 水 おはよう読書 

27 木 
児童集会 
水道キャラバン(4年) 

28 金 

おはよう読書 避難訓
練 
定期健康診断終  
読書月間終 

29 土  
30 日  

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。 

近年，学区域内でも不審者と遭遇，もしくは不審な電話がかかってくるな

ど，子供たちが被害者としてトラブルに巻き込まれる事案が増えてきていま

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。 

今年度も，６月１１日（火）に調布警察署の方々をお招きし，３年生から６

年生の子供たちを対象に，不審者に遭遇した時の対応と万引き防止をテ

ーマにお話していただきます。児童が自ら安全かつ適切な対応や防止策

を考える機会となると同時に，ご家庭でも話し合い，考えていただければと

思います。 

保護者や地域の方との協議会もございますので，ぜひお越しください。 

 

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） 

 

今年度の水泳学習の期間は，６月１０日（月）～７月１８日（木）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。 

先日，水泳カードを配布しました。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。 

 

 

下校時刻については，各学年便りを

ご覧ください。 


