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≪自由≫ と ≪制約≫

両面のよさを生かす

校長 佐々木 浩志

昨年は６月の分散登校から子供たちの学校生活が始まりました。あれから１年、いまもなお感染が拡大しな
いように制約があるなか、自重・自粛しながらの生活や活動が続いています。子供たちにできるだけ多くの経
験ができるように、感染を回避する方法を考えて取り組んでいます。
音楽での歌唱や鍵盤ハーモニカとリコーダの演奏、家庭科の調理実習、理科のグループ実験、会食ではな
く前を向いての給食等は引き続き配慮してまいります。異学年が関わる縦割り班活動やクラブ活動、委員会活
動、兄弟学年での教え合い、助け合い、学び合い等は、場や人数などを工夫して取り組めるようにしています。
制約なく自由に活動できていたことを考えると不自由ではありますが、方法を工夫し、３密にしないルールを
守って生活することを通して、友達とかかわって学習することの楽しさや、相手のことを考えて行動することの大
切さを今まで以上に経験させることができています。
自由と制約の両面を知って学習や遊びなどを体験することは、深い経験になっているということが言えます。
ひとつのことを両面から見たり、考えたり、行ったりすることは、どちらの面にも良さがあり、どちらも生かすこと
ができるというように、物事を多角的に捉えたり、物事の多様性を認めたりすることに役立っていると感じます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
社会の発達とコロナ禍での生活様式の変化によってスマートフォンなどの携帯端末所有の低年齢化が進
み、子供の視力等の健康に関することやＳＮＳ等のネットトラブルに関することが今まで以上に問題として取り
上げられています。
インターネットは便利で不可欠なツールですが、便利な面と危険な面の両面をしっかりと学ばせて使えるよ
うにしなければいけません。学校での教えを「正直に」守ると、ネット社会では被害者になると警告を発している
研究者もいます。
学校での教え

ネット社会の常識

・人には親切にしましょう

・人を安易に信用してはいけない

・呼ばれたら返事をしましょう

・返信してはならない

・困っている人を助けましょう

・相談に乗ってはならない

６月８日（火）にセーフティ教室「東京都ファミリｅルール講座」を開催します。感染拡大防止のため今年は保
護者の参加はありません。子供を被害者にしないために、下記の資料を参考にしてネット利用のルールについ
てご家庭でも話し合ってください。
☆「ファミリｅルールホームページ」 http://www.e-rule.metro.tokyo.lg.jp/
☆「考えよう！いじめ・ＳＮＳ」

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

＞＞水害に備えましょう＜＜ 【予想最高水位は４．８Ｍ】

「深い学び」と
川があふれた時には弘一小付近の水位は１階が水没す

弘一小の読書旬間
５月３１日（月）～６月９日（水）

る高さに達します。準備をしておくことに越したことはあり

スマホで YouTube 視聴も良いけれど、

ません。まさか自分は・・・ 根拠のない自信は禁物です。

読書はいかがでしょう？外出自粛の今日

学校でも指導しますが、ご家庭でも 「東京マイ・タイムラ

この頃。家族で本を読み、読んだ感想を

イン」をご活用ください。

伝え合う過ごし方はいかがですか？

＜６月の予定＞
１日（火）SC 朝読書 水道キャラバン(４年)
保健教育週間(～6/18 まで)
２日（水）朝読書 委員会活動なし
下校 1～4 年 14:20、5･6 年は必要に応じて学年
ごとに委員会打合せを行った後に下校します
３日（木）EA 朝読書
４日（金）SC 水特(特別支援研修会のため) 教育実習終
下校 1～3 年 14:00、 4～6 年 14:55
７日（月）全校朝会
８日（火）SC 朝読書 セーフティ教室【延期】
９日（水）朝読書 安全指導日 読書旬間終
全学年５時間授業 下校 全学年 14:20 頃
１０日（木）PU EA 学校説明会 10:00～多目的室
１１日（金）SC PU○ 全国歯みがき大会(５年)５校時
１２日（土）土曜授業【中止】(児童は登校しません)
第１回算数検定 集合 13:45【変更有】午前中、
9:00
１４日（月）全校朝会 避難訓練
もりもり給食ウィーク始(～6/18)
１５日（火）水特 SC 体力状況調査(クラス実施)
午前授業(５年１組研究授業のため)
下校 【全学年 13:00(５年１組は 14:00)】
１６日（水）プール開き集会
体力状況調査(体育館一斉)
１７日（木）PU EA 体力状況調査(クラス実施)
地域パトロール【中止】
１８日（金）SC PU○ 食育の日
２１日（月）全校朝会 水泳指導始
２２日（火）SC PU○ ６年鋸南一日自然体験教室
２３日（水）朝読書
２４日（木）PU EA
２５日（金）SC PU○
２６日（土）第１回漢字検定 集合 9:45
２８日（月）全校朝会 ユニセフ募金説明
２９日（火）SC PU○ ユニセフ募金
セーフティ教室(1･2 年)
３０日（水）児童集会 ユニセフ募金 定期健康診断終
午前授業(小中連携授業のため)
下校 全学年 13:35(授業クラスは下校 14:40)

ユニセフ募金を行います
丸藤 加奈子
世界には,生まれた国によって,様々な危機
や困難に直面している子供たちがたくさん
います。そのような子供たちのために,どんなことが
できるか,28 日(月)の全校朝会で代表委員会から説明
をします。
翌日,29 日(火)から 7 月 2 日(金)の登校時に募金活動
を行います。ご協力をお願いします。

水泳の学習について
水泳担当 土信田 忠勝
連日の夏のような暑さの中でも,子供たちは元気に
校庭で遊んでいます。昨年度は残念ながら行うことが
できなかった水泳の学習を子供たちは心待ちにして
いることを感じます。今年は 6 月 21 日(月)から 9 月
17 日(金)の期間に水泳学習を行います。1・4 年生は
火曜日,3 年生は水曜日,5・6 年生は木曜日,2 年生は金
曜日に,1 学年ずつ行います。
子供たちの安全を第一に考え,感染症対策・熱中症
対策を講じながら,水泳運動のもつ楽しさを味わうこ
とができるように指導を行っていきます。
また,水泳学習にあたって,ご家庭に協力していた
だきたいことは次の 3 点です。①体調管理 ②健康観
察カードへの記入・押印 ③水泳の道具の確認
水泳学習のある日は,健康観察カードへの記入と押
印もお願いします。押印がないと,体調が良くても水
泳指導を受けられません。また道具がなければ学習は
できません。道具の確認をお願いします。詳しくはお
知らせを確認してください。
一人でも多くの子供たちが水泳を楽しみながら,進
級できるように指導していきます。充実した水泳学習
ができるよう,今年もご協力をお願いします。

＜７月はじめの予定＞
１日（木）PU EA ユニセフ募金
２日（金）SC PU○ ユニセフ募金終 安全指導日
５日（月）全校朝会
６日（火）SC PU○ 縦割りロング遊び
８日（木）水特 EA 避難訓練
全学年５時間授業(校内研究会のため)
下校 全学年 14:00
９日（金）SC PU○
１０日（土）土曜授業日 クラブ活動
下校 1～3 年 11:10、4～6 年 12:10

EA：英語アドバイザー来校
PU○：弘一タイム(丸つけあり)
PU：弘一タイム(丸つけなし)
SC：スクールカウンセラー来校
水特：水曜特別時程
５月の目標
目標
給食
栄養

進んで健康を考える子になろう
食事の前に手をきれいに洗いましょう
よくかんでたべよう

6/1（火）からの緊急事態宣言の延長により、
掲載内容と異なり、変更になる行事や学習活動が
あります。

体力向上の取り組み
金澤 友香
今年度の弘道第一小学校の体力向上についての取
り組みは以下の 2 つです。
① 短縄強化月間＆短縄大会
基本的な体力を身に付けるため,年間を通して短
縄に取り組んでいきます。目標を立てやすいよう
に,弘一縄跳びカードを改訂しました。回数の目標
を立てて練習し,跳べた回数分色を塗っていきま
す。また,兄弟学年(1・6 年,2・5 年,3・4 年)で 6
月に短縄大会を行います。そのため,5 月 25 日から
火・木・金曜日の 17 分休みに兄弟学年で教え合い
ながら短縄練習に取り組んでいます。短縄大会後も
年間を通して取り組み,体力向上を目指します。
② 年間を通しての体育学習・行事
短縄大会にくわえ,体力状況調査,水泳学習,体育
発表会,マラソン大会,長縄記録会を行う予定です。
年間を通して体育の学習で集中力や持続力,問題を
乗り越えるために工夫・改善する力などを身に付
け,日常生活や行事の中で発揮できるようにしま
す。そのために,子供たちが自分の目標を明確にも
ち,目標に向かって課題を解決する学習展開を行っ
ていきます。

