
 

 

 

 

 

 
 

8400個のリンゴ 
 

校長  松下 正代 

 

今、校長室前には、「8400個のリンゴ」の写真が貼ってあります。 

 全体朝会で子供たちに「食べるということ」という話をした時の資料です。そのあらすじは・・・ 

①戦後、食べ物の無い中で、道端の草の実を食べて「おいしい」と感じたという母の話。 

②戦後ある学校では給食に使うカエルを子供たちが捕まえていたという話。カエルを物干しにずらっと

干してその後すりつぶし味噌汁のだしにしていた（各教室からえーーっ、という声）。 

③1950年頃から、全国で給食がほぼ実施されるようになった。 

④おいしく、たのしく、丈夫な体を作るという願いをこめて、材料を作る人、調理する人は、日々頑張

っている。 

⑤給食の残菜は、全国平均で１人、１年間で約７㎏。五小、１年間あたりの残菜に換算すると、 

7㎏×300人＝2100㎏⇒（リンゴの重さを 250ｇとして換算すると）リンゴ 8400個分 

   ⑥食べ物は大切だなと感じながら、給食を食べてほしいです。 

  

 本年度は、朝会で人権や SDGsにまつわる話題を提供し続けようと計画しています。一人一台タブレットを

活用して、朝礼で投げかけたテーマについて、調べる児童が出てきたら、とても嬉しいです。 

 ４月、５月には、「パラリンピック」「お年寄り」「ふるさと」「ハンセン病」「食べるということ」等をテー

マとして話をいたしました。ささやかな取り組みではありますが、子供たちと共に考え小さな一歩を進められ

るようにしてゆきます。 

  

～～～～「連休前後のアンケート」を実施いたしました～～～～ 

  

コロナ禍の中、子供たちの心のあり様が心配されています。少しでも子供たちの気持ちを理解しようと、ゴ

ールデンウィーク明けに全校児童を対象にアンケートを行いました。 

 自由記入欄には、「気になることや心配なことなどがあったら書いてください。特に書くことがなければ、最

近楽しかったことについて、書いてみてください。」と指示がありました。児童の記述のうちいくつかを紹介し

ます。（文言を一部変えてあります。） 

 

・アイロンビーズをつくりました。上手にできました！！ 

・勉強が大変なので、困っています。 

・野球ができないのが残念です。 

・じいじと散歩したことがとても楽しかったです。 

・先生の言うことを聞かないでふざけ続ける人がいるのが少し悲しいです。 

・鉄棒で、空中逆上がりがやっとできたので、嬉しかったです。 

・○○君と○○君と一緒にサッカーをしたのが楽しかったです。 

・おねえさんとおにいさんと遊んだのがとても楽しかったです。 

 

少しでも、心が晴れやかになる時間を 作ってあげたいですね。 
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６月の行事予定 
日 曜 学校行事 日 曜 学校行事 

1 火 ◆安全指導                           !! 17 木 集会 ４時間授業 個人面談 1               !! 

2 水 ◆ぶっくん① 放課後学びタイム 1          !! 18 金 ４時間授業  個人面談 2                SC  !! 

3 木 集会 不審者対応訓練  19 土  

4 金                       SC 20 日  

5 土 ◆運動会 GCS委員会・拡大 GCS委員会 21 月 全校朝会 個人面談 3                  !! 

6 日 運動会予備日 22 火 体力テスト⑤⑥ ４時間授業 個人面談 4     !! 

7 月 振替休業日   23 水 ◆４時間授業 側わん検診 研究授業 2-2・3-1,2・6-1,2 !! 

8 火 ５時間授業始① 6-1研究授業        !! 24 木 ◆集会 体力テスト③④ ４時間授業 個人面談 5  !!  

9 水 ◆放課後学びタイム 2  水道キャラバン④  !! 25 金 体力テスト①②（補助⑤⑥） クラブ        SC 

10 木 集会 給食の秘密① 市主催スポーツ教室①～⑥ 26 土  

11 金                                 SC 27 日  

12 土  28 月 全校朝会 保護者会①② 

13 日  29 火 保護者会③④              

14 月 全校朝会  水泳指導始 30 水 放課後学びタイム 3 

15 火 読書旬間(28日まで) 尿検査（三次） 1 木 安全指導 保護者会⑤⑥ 

16 水 ◆                                     !! 2 金 委員会                   SC 

◆…特別時程  ○…中の数字が該当学年 SC…スクールカウンセラーの来校日 ！！……忘れ物を取りに来られない日 

                                     

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめ防止月間  

人権意識の向上及びいじめ根絶のために、６

月はいじめ防止標語の作成を行います。また、

いじめ発生を未然に防ぐために、学習規律の徹

底やわかる授業づくりに取り組んでいきます。 

さらに、いじめの早期の発見に向け、アンケ

ートや児童観察の強化を行います。保護者・地

域の方からの情報も重要になるため、気付いた

ことはすぐに御連絡願います。 

福生五小コミュニティ・スクール（ＧＣＳ）始動  
４月 20日(火）第１回ＧＣＳ委員会・拡大ＣＳ委員会 

５月 18日(火) ３年生ヤゴ救出の支援  

※６月中に配布予定のＧＣＳだよ 

り№1でＧＣＳ委員や取組を紹介 

します。内容を御確認の上、御理 

解、御協力をよろしくお願いしま 

す。 

愛鳥活動 本格スタート 
 五小では、自然を愛する心情、態度を育む愛鳥活動を軸とした環境活動を大切にして 

います。愛鳥活動では、ＧＣＳ委員でもあるＮＰＯ法人 自然環境アカデミー 代表理事 

の野村 亮 様に御指導いただいています。今年度は、５月８日から感染症対策のため、 

学年別で春の野鳥観察会（写真）が行われました。観察会の様子は、中央玄関を入って 

右の愛鳥ストリートに掲示していますので御来校の際に、ぜひ御覧ください。 

 また、４年生から６年生を対象に、年間３回の愛鳥博士認定テストを行っています。令和３年３月 18 日に実

施した愛鳥・スーパー愛鳥博士テストの合格者を紹介します。今年度も認定テストへの挑戦を応援していきます。 

【愛鳥博士】 

（５年）木村 優雅 松永 悠希 森田 楓花 髙橋 楓音 田倉 姫奈 武者 愛梨 来住野 里桜 菅野 纏 

（６年）曽根 咲未来 吉田 亜美 薗田 優奈 石上 蒼健 黒川 桃佳 

【スーパー愛鳥博士】 

（５年）大浦 花音 山根 花菜 石川 月香 横田 優紀 松岡 莉々華 樋口 水 山本 恵真   

原 佳凛  萩部 亜都  三原 寿々葉  森園 琴音  中村 智志  渡部 紗也  

（６年）森園 祐希 久保 玲海  （卒業生）岡 和佳奈 

運動会（学年別実施）について 
 緊急事態宣言の延長により、市教育委員会の方針に従い、

運動会を学年別、無観客、Teams による配信で実施させてい

ただきます。 

保護者・地域の皆様に、御来校の上で御声援をいただけな

いことは、心苦しい限りですが、今後の見通しが難しいこと、

子供たちが教員の指導のもと、準備を進めてきた成果を発揮

する時であることを勘案し、決定いたしました。保護者の皆

様は、詳細を配布文書で御確認くさだい。 

「人権の花」運動の取組について 
今年度、「人権の花」（ヒマワリ）を３年生が栽培す

るとともに、全校で協力、感謝、生命の尊さを学んで

いきます。５月 31日(月)の全 

校朝会で人権擁護委員の方を 

招き、テレビ放送で開会式を 

行い、３年生の代表児童が宣 

誓を行いました。 


