
2017年 8月 31日（木） 

楽しい夏休み 

 

 

 夏休みに入ってから水泳教室（７月２１日～８月４日、８月２４日～

８月２９日）や、お楽しみ教室（７月２４日～７月３１日）が、開かれ

ていました。お楽しみ教室は、２３の講座が開かれ、保護者・地域の方

や、田園調布中学校の部活動の生徒さんが指導して下さいました。 
 

 

 

2017年 8月 30日（水） 

不審者研修 

 

田園調布警察の方を講師にお招きし、教職員対

象の不審者研修を行いました。 

さすまたやパイプ椅子など身近な物を使った、

実戦さながらの訓練になりました。 

 

2017年 7月 19日（水） 

子どもフェスティバル 

 
 

今日の１・２時間目は恒例の子どもフェスティバルが行われました。 

教室や体育館、ドリームルームで、それぞれのクラスが考えたゲームを 

 みんなで楽しみました。 
 

 



2017年 7月 18日（火） 

着衣泳 

 

３・４年生が、３・４校時に着衣泳を行いまし

た。５・６年生は、天候が悪化したため、最後ま

で行うことはできませんでした。服を着ていると

体が重く感じられることを経験することができま

した。 

 

 

2017年 7月 18日（火） 

交通安全のお話 

 

今日の朝会は、田園調布警察署の方に来ていた

だいて、交通安全のお話をしていただきました。

ルールは分かっているけれども、守れていない事

故が多いというお話でした。皆さん、交通のルー

ルを守るようにしましょう。 

 

 

2017年 7月 14日（金） 

４年生 交通安全シュミレーター体験 

 

横断歩道を渡る疑似体験を通して安全な道路の

歩き方や横断の仕方について学ぶことができまし

た。 

 

 

2017年 7月 13日（木） 

カヌー体験 

 

オリンピック・パラリンピック教育の一環とし

て、講師の方および補助として保護者の方に来て

いただいて、６年生がカヌー体験、救助体験をし

ました。 

 明日は、５年生が体験します。 

 

 



2017年 7月 12日（水） 

学校保健委員会 

 

校医・学校薬剤師を招いて学校保健委員

会が開かれました。定期健康診断結果・環

境衛生検査の結果や食育指導についての報

告のあと、眼科医の佐野先生から色覚異常

と配慮事項についての講演がありました。 

 

 

2017年 7月 12日（水） 

４先生 多摩川清掃工場見学 

 

 

電車を使って武蔵新田にある多摩川清掃工場に見学に行きました。工場の

方に案内していただいて、中央制御室や、ごみクレーンなどを見学しまし

た。ごみを燃やすときに発生する熱エネルギーが温水プールや発電に有効利

用されていることやごみの埋め立て処分場は、あと５０年しかもたないこと

を、知ることができました。私たち一人一人ができることとして、リデュー

ス→リユース→リサイクルが大切ですね。 
 

 

2017年 7月 11日（火） 

音楽朝会 

 

今日の音楽朝会は、３年生が「ゆかいな

木きん」を合奏しました。とても、素敵な

演奏でした。そのあと、全校児童で「グリ

ーン グリーン」を歌いました。 

 

 



2017年 7月 10日（月） 

３年生 社会科見学 

 

 

３年生が、バスで、大田市場、大森海苔のふるさと館 日本航空整備工場に

行きました。車窓から京浜トラックターミナルも見学しました。 

 見学に加えて、施設の方にお話を聞きこともでき、勉強になりました。 
 

 

2017年 7月 5日（水） 

児童集会 

 

今日の児童集会は、「投げたもの当て

クイズ」を行いました。舞台幕の間から

見えるものを三択で当てます。一学期最

後の児童集会でしたが、大いに盛り上が

りました。 

 

 

2017年 7月 4日（火） 

とうもろこしの皮むき 

 

１年生が、明日の給食で使うとうもろ

こしの皮むきをしました。東京都八王子

産のトウモロコシです。 

 子どもたちは、ひげね一本一本まで丁寧

に取りました。 

 

 



2017年 7月 4日（火） 

避難訓練 

 

今日の避難訓練は、地震の想定で校庭に避難した

あと、起震車体験を行いました。家庭にあるテーブ

ルの下に、避難する想定で、先生方が実際に避難す

る様子を全校児童で見学をしました。全体指導のあ

と、４年生が起震車の体験をしました。 

 

 

2017年 9月 4日（月） 

体育朝会 

 

今日の体育朝会は、水泳についての、人数の数え

方、水の入り方などについて、体育委員の実演を交

えて、お話がありました。 

 

 

2017年 7月 1日（土） 

授業公開日 セーフティ教室 

 

 

 

土曜授業に、たくさんの保護者の方や地域の方に来ていただきました。セ

ーフティ教室では、１・２年生は田園調布警察署の方から連れ去りや、一人

で留守番をするときに注意することを聞きました。３～６年生は、携帯電話

会社の方に来ていただいて、スマートフォンや携帯電話を使う際に起こりや

すいトラブルやその防止策・対処法について学習しました。「依存」「炎

上」「人間関係」「犯罪・出会い」それぞれについて、具体的なお話があり

ました。放課後には、地域・保護者向けの地域懇談会が開かれ、スマートフ

ォンを安心安全に使うために注意するポイントなどについて講師から話があ

り、その後、質疑応答を行いました。 

 また、この日、２年生と３年生は、講師の方を招いて、ベトナムについて

お話を伺いました。民族衣装など、実物を見ることもできました。 
 

 



2017年 6月 30日（金） 

３年生 リコーダーの授業 

 

講師の先生を招いて、リコーダーの授業が行われ

ました。早口言葉を言ってタンギングの練習をした

り、優しくきれいな音色を出すためのコツを教わり

ました。 

 

 

2017年 6月 27日（火） 

縦割り班活動 

 

それぞれの縦割り班が、運動場や体育館や教室等

に分かれてドッヂボールやドロケイなどをして楽し

みました。 

 

 

2017年 6月 23日（金） 

馬込節成半白胡瓜の収穫 

 

馬込節成半白胡瓜は、２０ｃｍくらいが一番おいしい

そうです。栽培委員が、中休みに収穫しました。 

 

 

2017年 6月 22日（木） 

１年生 鍵盤ハーモニカの授業 

 

講師の方を招いて、鍵盤ハーモニカの授業が行われ

ました。1年生は鍵盤ハーモニカを吹くことがとても

大好きです。タンギングに注意して、ドの音を演奏す

ることや、車のクラクションや、救急車のサイレンの

音をまねしてみるという裏技も教えていただきまし

た。これから、どんどん上手になるとよいですね。 
 

 



2017年 6月 22日（木） 

プール開き 

 

５年生と６年生が、プール開きを行いま

した。学年の代表から、それぞれ抱負が語

られました。６年生にとっては小学校最後

の水泳となります。安全に気をつけ自己の

泳力を伸ばしていきましょう。 

 

 

2017年 6月 21日（水） 

音楽朝会 

 

今日の音楽朝会は、呼吸や口の形に気

を付けた発声練習のあと、「大田っ子の

歌」を全校児童で歌いました。 

 

 

2017年 6月 16日（金） 

体力テスト 

 

 

体力テストが校庭と体育館に分かれて実施されました。校庭では、ソフト

ボール投げ、体育館では、反復横とび、上体起こし立ち幅跳びが行われまし

た。子どもたちの体力向上に役立てていきます。 
 

 



2017年 6月 15日（木） 

１・３・５年生 歯みがき指導 

 

校医さんに来ていただき、歯みがき指

導を受けました。毎日、しっかり歯みが

きができるようになるとよいですね。 

 

 

2017年 6月 14日（水） 

１・２年生 学校探検 

 

１・２年生合同班で、チェックポイント

でチェックをしてもらいながら、学校を巡

りました。２年生が１年生にしっかりと部

屋の説明をしていました。１年生は普段入

らない部屋にたいへん興味をもっていまし

た。 

 

 

2017年 6月 14日（水） 

３年生 校外学習 

 

 

大塚タイム（総合的な学習の時間）に、多摩川の河川敷に出かけました。

子どもたちにとって多摩川は近くて遠い存在のようで、野原を飛ぶチョウや

川の流れの変わり目を見つけては、目を輝かせていました。 
 

 



2017年 6月 14日（水） 

児童集会 

 

今日の児童集会では、運動会の全校

ダンス「ジェンカ」を行いました。 

 

 

2017年 6月 10日（土） 

運動会 

 

 

 

ついに待ちに待った運動会本番。厳しい暑さの中でしたが、たくさんの声

援の中で、子どもたちは練習の成果を存分に発揮することができました。 
 

 

2017年 6月 5日（月） 

運動会にむけて 

 

 

６月１０日の運動会にむけて、授業だけでなく、朝や休み時間にも練習が

行われています。みんな一生懸命に練習を積み重ねています。 
 

 



2017年 6月 2日（金） 

調布清掃事務所の方を招いて 

 
 

調布清掃事務所の方に来ていただいて、ゴミの分別や処理の仕方について

学習しました。２時間目は、1人 1人がスケルトンの清掃車を操作する体験

を行いました。 
 

 

 

田園調布消防署に見学に行きました。子どもた

ちは、消防署員の方々の話を興味深く 

聞いていました。仕事のことやはしご車、ポンプ

車の違いなどの話を聞くことができました。 

 

 

 

 

今日の音楽朝会は、運動会に歌う歌の練習をし

ました。 

 

 

 

 

 



 

５時間目に、３年１組と６年１組で健康に関する授業

を行いました。健康にすごすために大事なことを自ら考

え、班で話し合って発表をしました。 

６時間目には、元テレビ体操インストラクターの有賀

暁子さんを講師に正しいラジオ体操についての実技指導

がありました。自分の体のどの部分を鍛えているのか、

一つ一つの運動の意味を確認しながら、ラジオ体操を行

いました。 

 

 授業のあと、音楽室で、保護者・地域対象の協議会がありました。姿勢を良くするための簡単

な体操を交えた楽しい協議会でした。 

 

 

今朝は、朝の時間に読み聞かせがありました。各学年の教室では、真剣に話を聞いている姿や

面白い場面でみんなで笑う姿などが見られました。 

 

 



 

 ６年生の家庭科「いためて作ろう朝食のおかず」で、スクランブルエッグ作りに挑戦しまし

た。ガスコンロの扱い方・火加減などに注意しながら取り組みました。実習で学んだことを、ぜ

ひお家でも実践してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 午後は、東海地震による警戒宣言が発令されたことを

想定した引き取り訓練がありました。下校時は、通学路

の安全を確かめながら帰りました。保護者の皆様、ご協

力、ありがとうございました。 

 

 

 

 今日の朝の児童集会は、イントロクイズを行いまし

た。イントロを聴いて、曲名を三択で当てます。大いに

盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 月曜日の朝会で、運動会のスローガンが発表されまし

た。各学級で話し合ったものをもとに、代表委員会でま

とめました。「力を合わせ 仲間と共に 勝利の旗を 

つかみとれ」です。音楽室前に掲示されています。これ

から始まる本格的な練習に向けて、子どもたちの気持ち

も高まってきました。 

 



 

 

蒲田図書館の館長さんに来て頂いて、栽培委員が

馬込節成半白胡瓜の苗を植えました。馬込節成半白

胡瓜は大田区馬込で作られていた野菜です。日持ち

が良くなく、収穫されて時間が経つと白い部分がど

んどん黄色く変色してしまうため、八百屋さんが扱

わなくなり、近年、お店ではほとんど見られなくな

りました。しかし、伝統野菜を絶やさないために農

家の方が作り続けている貴重な苗を館長さんのご厚

意で分けてもらうことができました。６月中旬頃か

ら次々に大きな実がなります。楽しみですね。 

 

 

３日目は、工作体験室

で、学園に植栽されている

「あぶらちゃん」という木

の間伐材を小刀で削ってス

プーンやフォークを作りま

した。右の写真は、帰校式

の様子です。大変充実した

移動教室でした。 

 

 今日の午前中は、ドラム缶でピザを作りました。とてもおい

しくできました。午後は城ヶ崎海岸で、班ごとにオリエンテー

リングをしました。夜はキャンプファイヤーをする予定です。 

 

 

 



 

８日（月）から、５年生が伊豆高原移動教室に出かけ

ています。１日目は、シャボテン公園でたくさんの動物

とふれあったり、モンキーショーを楽しんだりしまし

た。ロープウェーに乗って大室山に登り、頂上を一周し

ました。夜は星空を鑑賞し、望遠鏡で月と木星を見まし

た。 

 

 

 

 

 

好天のもと、洗足池に遠足にいきました。 

１年生と２年生の縦割り班で、一緒に楽しく遊んだりお弁当を食べたりしました。 

 

 



 

田園調布消防署の方に来て頂いて、１年生と２

年生が消防写生会が行われました。絵を描く前

に、隊員の方が、消防服の早き替えを見せてくだ

さいました。 

 

 

   

 

６月１０日に開かれる運動会に向けて児童朝会の

あと、全校児童で石拾いをしました。 

 

 

 

 

昨年度で調布大塚小学校を去られた先生方と、１ヶ月ぶりの再会です。オリジナルの「ありが

とうさようなら」と「校歌」を大きな声で歌って感謝の気持ちを伝えることができました。 

 

 

 

 

 



 

今年度最初の縦割り班活動は、６年生の進行のもと、顔

合わせをしました。これからどんな活動をしていくのか楽

しみです。 

 

 

 

今日の音楽朝会は、離任式で歌う「ありがとうさような

ら」を全校で練習しました。 

去られた先生方への想いを込めて、５・６年生が歌詞を考

えました。 

 

 

 

 

等々力緑地に遠足に行きました。お天気も良くすごしや

すい日差しのなか、子どもたちは３・４年生の縦割り班で

仲良く楽しく遊びました。お弁当を食べた後は、川崎市民

ミュージアムで、アンデルセン展などの展示を見ました。 

 

 

 

３年生が、社会科の授業で、私たちの町の探検に出かけま

した。道幅や交通量、人通り、建物の様子など、気が付い

たことを自分たちなりに一生懸命調べました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

今日の児童集会は、委員会の紹介をしまし

た。各委員会の委員長が、前期の活動内容と皆

さんへのお願いを発表し、各委員の紹介を行い

ました。 

 

 

 

 

 

代表委員会が自分たちで活動を考え、風で舞

い散った桜の花びらと軸の清掃を行いました。

とてもきれいになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

６年生をスタートとして、朝のあいさつ当番

が始まりました。来週から一週間ごとに５年

生、４年生と続きます。しっかりあいさつをし

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



 

  入学式から、約１週間が過ぎようと

しています。今朝は「１年生を迎える

会」が行われました。２～５年生まで

が、呼びかけや合唱で、歓迎の気持ちを

伝えました。１年生はそのお返しに、言

葉と合唱「ドキドキドン」を披露してく

れました。練習時間が少ない中、元気い

っぱいに歌うことができました。 

 

 在校生のアーチをくぐって退場です 

 

 

 今朝の朝会は体育朝会でした。今日は「気を付

け」「前へならえ」「休め」などを練習しまし

た。春の運動会に向けて、みんなでもう一度確認

です。 

 

   

 

「気を付け」の足の位置は・・・             

 

 指先までぴんと伸ばします 

 

 

 

 

 ひな壇に並び、少し緊張した様子の１年生     



 

 

 １年生がコースごとに分かれて集団下校をしていま

す。準備給食や登下校、早く学校に慣れられるよう、

みんなでサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

満開の桜の中、調布大塚小学校に、可愛らしい

１年生４９名が入学しました。在校生の代表とし

て、６年生が１年生のお世話をしてくれました。

明日から、ワクワク、ドキドキの楽しい小学校生

活が始まります！ 

 たくさんの祝電もいただきました。 

  

 お祝いの飾りの前で、写真撮 

 

 


