
 

 

 

 

 

 

 

 

子供たちの学びを保証する  

やさしさメッセージ-Win-Winを考える- 

 

校長 海東 朝美 

６月のふれあい月間が終了します。本校では、例年６月のふれあい月間の取組として、子供たち
が作ったやさしさメッセージを校内の至る所に掲示し、学校中に心温まる言葉が行き交う環境作り
を行ってきました。今回のふれあい月間では、「自分を大切にすること」と「相手を大切にするこ
と」に焦点を当て、メッセージを作りました。子供たちは、学級会の時間を使って、自分のよいと
ころと友達よいところを書き出し、自分の体験や友達とのやりとりから、相手を大切にする心温ま
る言葉をメッセージにしました。このような取組を通して、子供たちは、自分自身のことをよく見
つめ、併せて相手のよさをも認め、協働しながらよりよい人間関係を作り、主体的な自分創りに繋
げていきます。この活動は、学校だより前号で紹介した「7つの習慣」と繋がっています。今回は
その一つ「第4の習慣：Win-Winを考える」への実践です。自分と相手との関係は、互いがWin-Win

を考えることで、互いが幸せな気持ちになったり、子供たちの力で新たな価値を生み出したりする
ことに結び付いていきます。子供たちは普段の生活は勿論のこと、授業中の意見交流の場等でも、
人に寄せる信頼や相手を大切に思う気持ちを育んでいくことを習慣化し、行動していきます。 

  

コロナ禍の危機的状況下が長く続くことで、危機意識もマンネリ化し、これまで抱いてきた緊張
感が薄らいでいるのを感じるこの頃です。無意識のうちにこれまでの日常に戻ってしまう、こうい
う時こそ、抜け道のない不安から人の弱さが表面化することが多くなります。大人でも不安が募る
とストレスがたまったり、攻撃的になったりします。子供たちも同様、ふとしたことからこれまで
の不満がいじめや人権侵害に繋がりやすくなります。いじめや人権侵害は、いつでも起こりうるも
のではありますが、本校ではそうならないよう「Win-Win を考える」環境を作り、互いを認め合
える学校づくりに努めて参ります。以下、子供たちの作った「やさしさメッセージ」を紹介します。 

 

○「一人なの。一緒に遊ぼうよ。」そう言われて、心が温まった。（4年女児） 

○「ごめんね。」と言ったきみは、強い人（5年男児） 

○その言葉で、勇気と元気をもらえたよ。（4年男児） 

〇友だちになろうね。（1年男児） 

〇ふわふわ言葉は心が温かい。ちくちく言葉は、心にささる。（5年男児） 

〇いっしょにあそぼうね。（1年男児） 

〇悩みは一人でかかえないで、誰かに相談していいんだよ。（5年女児） 

〇元気にあいさつすると、言った方も言われた方も心が気持ちよくなるよ。（4年女児） 

〇無数の小さな力が集まれば、大きな力になるんだよ。（6年女児） 

〇優しい気持ちから優しい言葉が生まれるんだ。（6年女児） 

〇みんなが優しくなったら、クラスも優しくなる。クラスが優しくなったら学校も優しくなる。 

（5年女児） 

○笑顔の花を咲かせよう。（5年女児） 

○みんなが笑っていると、楽しい気持ちになるよ。（2年女児） 
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 6 月の 一人一台端末を活用した授業紹介  

4 年「武蔵野情報科」-情報モラル-              

 今年度、本校においては校内研究のテーマを、「『自ら学びを獲得・調整してい

く児童の育成』～GIGAスクール構想の理念とよりよい在り方の工夫を目指して

～」と据え、児童一人ひとりに合った学びのスタイルで学習を進める方法や、協

働学習を効果的に行うための、一人一台端末の活用の仕方について研究を進めて

います。実践授業について、学校便りで毎月紹介していきます。 

 4 年生は、今年度新設された「武蔵野情報科」の授業で、クロームブックを使

った情報モラルに関する学習に取り組みました。児童は、SNS でよく使われる

様々な「スタンプ」を、スライド上で「悪口」「悪口じゃない」の２つに分類し、

話し合いました。学習を通して、「送り手が楽しい気分で送ったスタンプを見て、

受け手が傷つくことがある」「受け手がどう思うか想像して、文章やスタンプを

送る必要がある」ということを学びました。 

 日々の授業において、児童が授業の流れを見通したり、自分自身の学びを振り

返ったりする場面を組み入れ、主体的に学ぶことができるよう、今後も授業改善

に取り組んでいきます。 

委員会紹介集会            ６月３日（木） 

 今年度も、委員会紹介集会はテレビ放送で行いました。各委員会の委員長が、

それぞれの委員会の仕事内容やめあてなどについて発表しました。全校児童

に向け、委員長にふさわしい話し方で、堂々と自分たちの委員会について紹介

することができました。また教室では、下級生が興味をもって発表を見ている

姿がありました。今後も、6 年生がリーダーとして活躍することができるよ

う、支援していきます。 

不審者対応訓練               ６月 9 日（水） 

９日に、不審者対応訓練を行い、学校に不審者が入ってきた場合の対応の仕方について学びました。訓練に先

立ち、「ドアのカギを閉める」「カーテンを閉める」「机をドアの前に置く」といった教室のシェルター化のポイン

トを確認しました。実際の訓練で子供たちは、放送の指示をよく聞いて素早く行動し、対応することができまし

た。不審者対応訓練がいざというときに活かされるよう、指導を続けていきます。 

体力テスト全校計測            6月 16日（水） 

16 日に、体力テストの全校計測を行いました。計測では、立ち幅

跳びとソフトボール投げの 2種目を実施しました。 

子供たちは、学級の友達と協力したり、励まし合ったりしながら、

自分の目標記録の達成を目指して全力で取り組みました。子供たち

は、全校計測を通して、体力の向上だけでなく、昨年からの記録を伸

ばすことができ、自分の成長を確認することができました。今後も、

子供たちの体力向上のための取り組みを充実させていきます。 

 



 

 

令和 3年度 羽村市立武蔵野小学校 いじめ防止対策基本方針について 

６月は「ふれあい月間」でした。本校では、いじめゼロを目指し、以下の基本姿勢を示しながら、チーム武蔵

野として取り組んでいます。ぜひご一読いただき、内容をご確認ください。 

  

○いじめの定義 

  「いじめ防止対策推進法」の第２条（定義）より、いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学

校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が、心身

の苦痛を感じているもの」と定義する。 

○いじめ防止のための基本的な考え方や基本姿勢  

 「いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうるものである。嫌がらせやいじわる等『暴力を伴わない

いじめ』は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また『暴力を伴ういじめ』は直接的に

生命や身体に重大な危険を生じさせうる」という基本認識にたち、以下のような基本姿勢でいじめ防止に努

めていく。 

（１） いじめは決して許されない 

自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える人間関係を構築する能力を養う。 

（２） 君はひとりじゃない 

ささいな兆候でも疑いをもち、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすること

なく積極的にいじめを認知する。 

（３） 学校へ行こう 

いじめを受けた児童や知らせてきた児童の安全を確保し、加害者の事情を確認し適切な指導を組織的に行

う。 

（４） 共に歩もう 

  家庭や地域と連携し、多くの大人が関わり、子供の悩みや相談を受けとめる体制作りに努める。 

 

給食費の口座引き落とし日のお知らせ 未納ゼロへ！   

７月分の口座引き落とし日は７月 2６日（月）です。ご入金よろしくお願いします！ 

 給食費の納入は、口座引き落としとなっています。残高が不足していると引き落としができ

ず、未納扱いとなってしまいます。残高をご確認の上、未納にならないようお願いします。 

【低学年 3870円】 【中学年 4040円】 【高学年 4210円】 

※未納の場合は、文書や電話、家庭訪問により催促し対応させていただきます。通知の受け取

り後、残高を解消しても未納分の振替とはなりません。恐れ入りますが学校へ直接お持ちいた

だくか、金融機関に払い込みをお願いします。給食費の未納は、食材の購入に支障をきたしま

す。給食費は納入期限までに必ず納めてください。ご協力をお願いいたします。 

 

【７月の生活目標】         【７月の保健目標】    【７月の給食目標】 

 

協力して仕事をしよう      夏を元気に過ごそう   正しい食事のしかたで食べよう 

相手の目を見てあいさつをしよう 

  

 



備考

1 木 学習 ○ 水泳指導始
社会科見学⑥（国会・昭和館）8:30発 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

2 金 学習 ○ 西多摩衛生組合見学④9:00 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30

3 土

4 日

5 月 朝会 ○ 委員会活動(4) 13:30 14:40 14:40 14:40 15:40 15:40 放課後
学習教室

6 火 学習 ○ むさしの校外学習（高尾山）
アートインはむら４－１ 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

7 水 さんさん
タイム ○ 下水道出前授業④ 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15

特時
放課後

学習教室

8 木 学習 ○ 日光説明会⑥15:00動画配信 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 14:40

9 金 学習 ○ ふれあい班ロング昼休み 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30

10 土

11 日

12 月 朝会 ○ クラブ活動(２) 13:30 14:40 14:40 15:45 15:45 15:45

13 火 学習 ○ 清里説明会⑤15:00動画配信 14:40 14:40 15:30 15:30 14:40 15:30

14 水 さんさん
タイム ○ １・２年交流学習Ⅱ　 職場体験始 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 特時

15 木 学習 ○ 着衣泳⑤１・２校時 図書館見学③ 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

16 金 学習 ○ 避難訓練（一斉下校）５校時(13:10～14:00)
職場体験終　着衣泳⑤３・４校時予備日 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 特時

17 土

18 日

19 月 学習 ○ ４時間授業　給食終 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10

20 火 朝会 夏休み前朝会　安全指導（朝会）　４時間授業
給食なし 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25

21 水 夏季休業始
夏季学習教室（１・３・４・６年）　個人面談

22 木 海の日

23 金 スポーツの日

24 土

25 日

26 月 夏季学習教室（１・２・４・６年）　個人
面談

27 火 夏季学習教室（２・４・５年）　個人面談

28 水 夏季学習教室（１・２・５・６年）　個人
面談

29 木 夏季学習教室（３・５年）　個人面談

30 金 夏季学習教室（３年）　個人面談

31 土
○の数字は学年です。

  羽村市立武蔵野小学校　　　　　　　７月学校行事及び下校時刻

4年生 5年生 6年生

備　考

日 曜 学　　　校　　　行　　　事 1年生 2年生 3年生朝 給食




