平成二十九年度七月号

お知らせ

山王こぼれ話
水 泳 指導 が 始ま り ました 。 各学 年 、梅 雨 の晴れ 間

に プ ール 開き を行 いまし た 。暑 い日 に「 気持ち よ か

っ た ね！ 」と 楽し く入水 で きた 学年 もあ れば、 水 の

冷 た さと 戦い なが ら入水 し た学 年も あり ました 。 今

年 度 の水 泳指 導は 、九月 八 日（ 高学 年の 記録会 は 十

七月の行事予定
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一日）までです。たくさん入れるといいですね。

さて、学校はもう学期末、一学期のまとめの時
期になりました。終業式には通知表（のびる子）を
お渡しします。通知表は、学校から保護者への私信
です。お子様の成長の様子をお伝えすることと、今
後の指導の方針をお伝えするものです。ご家庭では
通知表をもとに学校のことを話題に取り上げていた
だき、励ましの機会にしていただければ幸いです。
学習面や生活面でなかなか目に見える結果が出なか
ったと振り返るご家庭があるかもしれませんが、子
供たちの成長には、身体の成長や漢字・計算等のよ
うに「目に見える成長」と「目には見えにくい内面
的な成長」があります。そういった内面的な成長も
大切にしつつ、頑張ったことについては、大いに認
め、褒めてあげていただきたいと思います。
夏は子供たちにとっても、ぐんと成長するチャ
ンスです。それは日頃と違う体験、経験ができる
からです。また、じっくりと何かに取り組んだり
思考したりできる時間もあります。どうぞ普段は
できないような、いろいろなことにチャレンジし
てみてください。
九月に大きく成長したみなさんとお会いするの
を楽しみにしています。
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大田区立山王小学校
もうすぐ夏休み
副校長
吉野 麻哉子
梅雨の合間に、時々強い日差しが感じられるよ
うになりました。 い よいよ本格的な夏 の 到来で
す。夏休みはもうそこまできています。
一学期を振り返ってみますと、様々な行事があ
りました。
四月、かわいらしい百二十八名の一年生が入学
しました。二年生の消防写生会では、描いている
途中で救急車が出動してしまうというハプニン
グもありました。三年生はリコーダー講習会でプ
ロの音色にうっとり。消防署見学では、消防士さ
んの迫力ある訓練の様子に大興奮だった四年生。
六年生はアプリコホールに、劇団四季の「嵐の中
の子どもたち」を観に行きました。そして、五年
生の伊豆高原移動教室。
ＰＴＡ・ＳＵＮＳによる行事も盛りだくさんで
した。四月の「山王小おやじと遊ぼう」。五月の
「山王小ＨＡＰＰＹ大作戦」で食べたピザのおい
しかったこと。六月の「子ども相撲 山王場所」
では、本物のお相撲さん相手に大奮闘。そしてい
よいよ今月は待ちに待った「緑陰こども会」。
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平成２９年６月３０日

や すみ じか んに 、とも だち とじ ゃん ぐる じむで あ
そんだよ。たのしかったから、またやりたいな。

さん すうの テス トでひゃ くて んをと って 、うれし
かったです。ぼくは、ひきざんがとくいです。

ずこ うのち ょき ちょきか ざり で、い ろが みをおっ
たりきったりしたのが、たのしかったです。

がっ こうた んけ んをしま した 。とし ょし つに、ほ
んが一まん一せんさつあるのにびっくりしました。

たい いくの べん きょうで 、た くさん うん どうをで
きたのがたのしかったです。

とも だちが 、け んばんハ ーモ ニカを おし えてくれ
ました。そしたら、ひけるようになりました。

そ うじ のじ かん のとき 、お おぷ んで ぞう きんを す
るのがたのしいです。

か けな かっ たす うじや 、へ ただ った ひら がなも う
まくかけるようになったよ。

な かや すみ に、 うんて いを つか んで さい ごまで い
けるとうれしいです。

こ くご のひ らが ながた のし いで す。 ゆっ くりか い
てまちがえないようにかいてるよ。

さん すうの さん すうブロ ック がだい すき 。たしざ
んにべんりだから。

なか やすみ でお りがみを おる のがた のし いです。
きつねのぽけっとがたのしいよ。

たいいくのてつぼうのまえまわりがたのしいで
す。のぼるときがたのしいです。

たのしい がっこう （一年生）

あさ がおに ちゃ んとみず をあ げたら 、す ごくおお
きくなって、うれしくなりました。

ず こう のじ かん に、と もだ ちと ねん どや おりが み
でつくるのがたのしかったです。

き ゅう しょ くの とき、 みん なで いっ しょ にたべ る
のがたのしくて、おいしいです。

がっ こうた んけ んで、が っこ うのこ とが わかって
たのしかったです。

や すみ じか んに 、いえ ろう ぼお るの たま をくる く
るまわしてのるとたのしいです。

きゅ うしょ くを のこさず たべ られる よう になって
うれしいです。

たい いくの せん おにで、 はみ ださな いよ うにはし
ったのがたのしかったです。

さ んす うの たし ざんと ひき ざん で、 さん すうぶ ろ
っくをつかうのがたのしかったです。
や すみ じか んに じゃん ぐる じむ で、 たま にふじ さ
んがみえたのがとてもよかったです。

かた ちにき をつ けてかい たら 、ひら がな がじょう
ずになったよ。
みな みこう てい にはいっ ぱい むしが いて おもしろ
いよ。

七月の生活目標

えいせいに気をつけよう

梅雨を迎え、蒸し暑い日が増えています。体育の時間

や休 み時間には、 子供たちの 額や背中は汗 でびっしょ り

にな ります。汗ふ きタオルな どでしっかり 汗を拭いて 、

体を 清潔に保って ほしいと思 います。

七月は気温、湿度が高く、体調を崩しやすい時期です。

今月 はこれからの 季節に向け て、汗の処理 をはじめ、 手

洗い などの衛生面 に気を配り 、健康な生活 を心がける こ

とを 目標にしてい ます。具体 的なめあてと しては、次 の
三点 です。

○手をよく洗い、からだを清潔に保とう。

○ハンカチやタオルを使って汗をふこう。

○トイレや手洗い場をきれいに使おう。

毎日している手洗いについても、どのようにしたらき

れい に汚れが落ち るか、洗い 残しはないか 、洗った手 を

拭く ハンカチやタ オルは清潔 か、爪はきち んと切れて い

るか、自分で日頃から気を付けられるように習慣にしてい

くことが大切です。

清潔に気持ちよく生活する習慣が身に付くように、ご家

庭で お子さんと一 緒に健康・ 衛生について 考えてくだ さ
い。

残り 三週間ほどで 夏休みです 。怪我や病気 をすること

（生活指導 ）

なく 、楽しく充実 した毎日が 過ごせるよう 指導してい き
ます 。

