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今こそ、人との関係をつくっていく力を …！ ＜その10＞ 

「 自分を大切に そのために大切なこと ‼ 」 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

日新小だより 

  http://www.fuchu22s.fuchu-tokyo.ed.jp/  

-blog   

令和４年 月２０日

７月末号 

府中市立日新小学校 

校 長   渡 邉 妙 子 

 ７月１１日（月）全校動画朝会では、「自分を大切に そのために大切

なこと」というタイトルで、夏休み前のメッセージを伝えました。 

左の①「こんなふうに心が痛んだことはありませんか…？」では、つ

い同じような失敗を繰り返して叱られる場面、子供なりの気持ちや理

由を言うこともできずに指導や指示される場面を想定しました。②「こ

んなことは、ありませんか…？」では、友達や兄弟・おうちでのかかわ

りで、「変だな…」という不安感が日に日に大きくなり、どうしたらよ

いのか分からなくなる場面です。通常の場合、自ずと心身のたくましさ

が働いたり、自身の経験や学校内外で学んだことなどを総動員したり

するなどして、子供たちは、ほどなく解決に向かうものです。 

 しかし、ここではあえて、③「何をやっても無駄だし…」という設定

です。この時、子供の心の中では、叱られた記憶が次々によみがえって

しまい、自分の心に刃が向き始めることもあります。その自己否定感が

心のエネルギーの更なる低下や無力感につながるかもしれません。④

『そんな時には身近にいる大人に頼り、相談しましょう』というメッセ

ージが、⑤「自分を大切にする」一つの方法ですよ…とことを伝えるの

が、この朝会のねらいでした。 

本校の子供たちは、素直で柔らかな心をもっていますので、がんばっ

たり粘り強く取り組んだりすることができます。しかし、中には、心の

エネルギーが減退して、「自分はダメな子だし無力だ。」と誤解している

のかな…？など、不安になる場面も見受けられます。 

府中市公立小学校では、『SOSの出し方に関する教育』を全学年で年

１回は指導することになっています。各学年の発達段階に応じた授業

は学級担任が行います。本校では、夏季休業前に実施しました。 

コロナ禍は、学校生活や家庭生活に様々な影を落とし、個に分断され

るなど過ごしづらい現実もあります。子供たちにはSOSを出す力を身

に付けさせるとともに、学校・家庭・地域の大人たちには、その SOS

を受け止め、支援する力が求められています。 

夏休み中、土・日・休日・学校閉庁日以外は、８時 15分～16時 45

分まで教員が勤務していますので、遠慮なくご連絡ください。また、２

学期からのスクールカウンセラー相談予約も承ります。 

校 長  渡邉 妙子 

②  

①  

④  

  ⑤  

③  

http://www.fuchu22s.fuchu-tokyo.ed.jp/
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夏休みの生活   安全 健康 充実          担当 上原 潤也 
 ３年ぶりに学校行事が例年と近い形で行えた１学期でした。どの学年の子供たちも４月から

目をキラキラさせて頑張りました。明日からは待ちに待った夏休みが始まります。 

安全で充実した夏休みのために、保護者会で配付した「楽しい夏休みを過ごすために」を

ご覧ください。 

お子様と一緒に「我が家ルール」を話す際には、目標・計画・ルール・楽しみなこと・やりたい

ことなど話のネタはたくさんあると思います。長い夏休み、安全に気を付け、健康的に、そして

充実したものになるために、お子様が体を動かし、手を使い、我慢したり失敗したりして、何回

もチャレンジできる経験が、豊かな夏休みにつながります。全員が健やかに始業式で再会で

きることを願っています。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ がんばる日新の子 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2022/7月現在 
 

【第 48回春季立川市少年野球大会】 

第二部 優勝  立川クラブ  5年  小泉 諒真  3年 小泉 遥真 

第二部 最優秀選手賞    5年  小泉 諒真  

第三部 優勝     3年  小泉 遥真 

 

【府中市剣道個人優勝大会 男子小学四年生の部】  

   準優勝        4年 四田 琉稀 

【第 46回府中市少年サッカー大会 小学 4年生の部】 

第三位 Peace United FC 4年 松下 誠治 
 

【第三十三回わんぱく相撲東京都大会稲城場所 ４年生女子の部】 

大関         4年 吉本 遙那 

【東京府中ロータリークラブ 作文コンクール 小学校の部】  

銅賞         2年 中村 乃華 

 【第四十七回府中市ジュニアバスケットボール選手権大会】 

    優勝 女子一部 日新ミニバスケットボールクラブ  

6年 神戸 瑠夏、藤田 麻央、春山 璃乃 

5年 中村 梨乃、永山 柊、木内 笑麻  

 【第 31回府中市民スポーツレクリエーションフェスティバル】 

    小学 1年生と母親の部 第三位  

YN キッカーズ 1年 梯 慎翔、有衛 颯哉、佐藤 櫂人 渡邊 航輔、 

北島 尊、三好 潔  

    小学２年生と母親の部 優勝   

YN キッカーズ  2年 樋口 結人 

 

 夏季休業中の健康観察 

 毎朝の『スマート連絡帳』での欠席・健康観察の送信ありがとうございます。夏休み中もご家

庭での感染症予防対策、体調管理をよろしくお願いします。 

また、夏休み中の健康状態の把握のため、『スマート連絡帳』での健康観察の送信を、８月２２

日（月）より行ってください。ご協力をお願いします。 
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【  図書  】                                    担当 丸山 麻美 

 ６月の半ばから前期読書旬間がありました。図書委員の企画で、期間中に三回本を

借りたらしおりがもらえるスタンプラリーが行われました。初の試みであったため、貸出

機が混雑した日も…。司書の丸尾先生や図書委員が工夫を凝らし、なるべくたくさん

の児童へ返却・貸出ができるように取り組みました。早く返せるようにと一生懸命読書

をする児童が多く、今年度は学年目標を達成するペースが速いように感じています。 

 多くの保護者や卒業生の保護者による朝の読み聞かせも始まっています。感染症対

策のため、児童は集まらずに自席についたまま大型モニ

ターに映した本を読み聞かせしていただいています。学

年に応じた本選びのセンスや巧みな語り口調で、本の世

界に多くの児童が引き込まれています。 
 １年間で目標のページ数を読めると、「読書マスター」と

して表彰されます。ぜひ、たくさんの本に触れ、心豊かな

読書マスターになってほしいです。 

 
 
【 プール開き 】（４年生）                           担当 田村 次郎  
 ７月５日（火）に４年生は、ようやく今年度のプール開きを行うことができました。６月

半ばから、水温・気温や暑さ指数の条件がそろわないため、４回延期になっていたの

で、まさに待ちに待ったプール開きでした。 

 コロナ禍の関係で、３年ぶりに学年そろっての学習になりました。マスクを取り、間隔

を開けての学習でしたが、大きいプールでの活動を楽しんでい

ました。クロールにつながるけ伸びやばた足泳ぎで泳ぐこと、息

を止めたり吐いたりしながら泳ぐこと、を目標にして、安全に気

を付けながら、楽しく技能を身に付けることをめあてとしました。 

 

【  水泳指導  】                      
担当 藤山 美裕紀 

蒸し暑い日が続いています。今年も水泳の季節

がやってきました。最近では感染状況も落ち着い

てきたことから、昨年よりも人数を増やして指導する

ことができています。３年生から６年生は大プール

で学年毎の授業、１年生と２年生は小プールで２ク

ラス毎指導となりました。間隔を取り、大きな声は出

さないという十分な対策をしての実施です。また、

熱中症にも十分に留意して、こまめな水分補給を

取りながら指導しています。私が担任している３年生は初めての大プールに入り、ドキ

ドキしながらも水の心地よさを楽しんでいました。以前のように回数多く入れるわけでは

ありませんでしたが、その中でも学びがあるよう指導していきました。今年度、夏季水泳

指導も実施する予定です。各学年２回と少ない日程ですが、ぜひ参加してください。 
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３ 土
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６ 火

７ 水 16 金 23 金

８ 木 26 月

12 月 27 火

14 水 19 月 28 水

15 木 22 木 29 木

夏季水泳指導(２,４年)

夏季水泳指導(５,６年)

夏季水泳指導(１,３年)

発育測定(2年) 3:153:153:152:252:251:20

17 土
9
月
の

主
な
予
定

2:25 3:15 3:15 3:15 3:15

ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ事前健診(5年)

ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ始(5年)

敬老の日 B4(校内研究授業)

避難訓練･起震車体験(4年) クラブ活動

B4(校内研究授業) 土曜授業日(公開なし) 社会科見学(4年)

B4

クラブ活動

ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ(5年)

ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ終(5年)

秋分の日

わくわくタイム

2:25

2:002:00 2:00 2:00 2:00 2:00

2:20

2:25 2:25 2:25 2:25 3:15 3:15

1:20 2:20 2:20 2:20 2:20

12:10

2:25 2:25 3:15 3:15 2:25 3:15

12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
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6年生5年生4年生3年生2年生1年生

土曜時程  終業式

夏季休業日始  夏季水泳指導(１,３年)

日光林間学校(6年)2日目

日光林間学校(6年)1日目

日光林間学校事前健康診断(6年)　1:20登校

夏季水泳指導(２,４年)

夏季水泳指導(５,６年)

発育測定(1年)

夏季休業日終

日光林間学校(6年)3日目  山の日

学校保健委員会(午後)

委員会活動⑥  発育測定(4年)　「ひばり」指導始

安全指導  発育測定(5年)

学校閉庁日

夏季休業中及び２学期当初の行事予定
※ B〇は，B時程〇時間までの授業です。①の数字は何時間目かを表します。

日 曜日 行事予定等
下校予定時刻

12:10 12:1012:1012:10 12:1012:10

学校閉庁日

給食始  八ヶ岳ｾｶﾝﾄﾞｽｸｰﾙ保護者説明会(５年)

発育測定(６年)

土曜時程  始業式

学校閉庁日

B5 発育測定(3年)

放課後，掃除当番に当たっている児童は，記載の時刻より10～15分遅れて下校します。

９月のスクールカウンセラー相談開設日

９/1(木)、９/8(木)、９/15(木)、９/22(木)、9/29(木)

８/12(金)、15(月)、16(火)は、学校閉庁日となり教職員は不在になります。

尚、土・日や学校閉庁日における緊急連絡先は、市役所042－364ー4111となります。

1年生は火、木、金が5時間授業になります。

2年生は水曜日5時間授業となります。


