
 

 

 

 

 

 

 

「楽しかったね、運動会」 
 

校長  泉田 巧人 

 

 今年度の運動会は予定していた５月 14 日（土）があいにくの雨のため延期となりましたが、翌日の５月 15

日（日）には天候も回復し、すがすがしい若葉が映える日に開催することができました。今年度の運動会も、

コロナウイルス感染予防の観点から密を避けるため、低学年、中学年、高学年の三部制で行いました。 

児童たちは、ゴールデンウィークの前から、徒競走や学年合同での表現演技の練習に熱心に取り組んできま

した。私から児童たちに朝礼で二つのお願いをしました。練習が始まりうまくいかないこともあるかもしれな

いが諦めずに全力で取り組んでほしいこと、友達と協力し触れ合いながら進めることの二つです。 

 低学年の「ＷＡになって踊ろう！五小のツバメたち！」では、チェッコリで可愛らしく軽快に踊ったり、し

なやかに今にもツバメが飛び立ちそうな表現で踊ったり、隊形移動もスムーズに決めたりとすてきなダンスを

披露しました。 

 中学年の「五小ソーラン 2022」では、息の合った切れのあるダイナミックな動きで、目の前が本当に大漁で

あるかのように見えました。最後の盛り上がる場面で曲が止まってしまうアクシデントがありましたが、皆は

最後まで踊りきろうとする気持ちが表れていてとても素晴らしかったです。 

 高学年の「花鳥風月～楽しく！彩る！グッドタイム！」では、軽快なリズムを刻んだり、一つ一つの技をし

っかりと決めたり、布を体の一部のように使い踊ったりと、一人一人が完成度の高い演技を見せてくれました。 

児童たちは、私がお願いした二つのお願い通りに友達と協力し触れ合いながら、最後まで諦めず全力で競技

や演技をやりきってくれました。ここまで頑張り、もっている力を存分に発揮してくれた福生五小の児童たち

に心から「ありがとう」と称賛をおくります。 

演技が終わり、力を出し切った児童たちからは達成感からか自然と笑みがこぼれ出ていました。その顔から

は今にも「楽しかった～」と聞こえてきそうでとてもすがすがしく感じました。一つ一つの行事を終えるごと

に、一回りも二回りも大きく成長する児童の力強さには、教職員一同とても勇気付けられています。児童同士

がそれぞれの活躍を見られる運動会が、来年は全児童一緒に開催できることを願ってやみません。 

運動会を成功させることができた裏側には、学年を分けて実施する関係上、運動会を運営する教員の数が少

なくなるため、本校のコミュニティースクール委員の皆様に、受付、スタートの補助、ゴールの補助などの様々

な御協力をいただきました。誠にありがとうございます。 

 また、様々な御準備や日々の体調管理、練習を支えていただきました保護者の皆様、練習中や当日の音楽な

どの騒音等へ御理解をいただきました地域の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月１日 

福生第五小学校 

学校通信第 538号 

ふれあい（いじめ防止強化）月間 
 東京都では、６月、11月、２月をふれあい月間を、「いじめや不登校、暴力行為等の問題行動への取

組状況を総点検するとともに、問題行動の未然防止や早期発見・早期対応等につながる具体的な取組を

推進すること」を目的として実施されています。 

 いじめの定義は、「いじめ防止対策推進法 第２条」により、次のように定義されています。 

『この法律において「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①一定の人的関係にある他の児童等が行う②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を含む。）であって、③当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を

感じているものをいう。』 

 例えば、友達同士で、一方は「遊びのつもり」でたたいた行為や「冗談のつもり」で言った言葉であ

っても、受けた方が「嫌だな」と心身に苦痛を感じると「いじめ」の対象になります。 

 本校においても、「いじめは絶対許さない」を徹底し、学校の教育目標の一つである「優しく思いや

りのある子」を実現するために、人権意識や規範意識を身に付けさせるとともに、豊かな人間関係の中

で、自己肯定感を高め、自尊感情を育む指導を行っていきます。そして、児童一人一人が心豊かで相手

の気持ちを考え行動し、全ての児童が安全で安心した学校生活を送ることができる学校づくりを行って

いきます。  



６月の行事予定 
日 曜 学校行事 日 曜 学校行事 

1 水 ◆ 安全指導                   !! 16 木 集会 ４時間授業 個人面談 1               !! 

2 木  17 金 ４時間授業 個人面談 2 セーフティ教室 七五三挨拶運動 SC !! 

3 金 委員会 移動教室前検診 学力向上を図る調査⑤SC  18 土  

4 土 ◆学校公開 ３時間授業 GCS・拡大 GCS委員会 !! 19 日  

5 日  20 月 全校朝会 ４時間授業 個人面談 3        !! 

6 月 振替休業日   21 火 体力テスト⑤⑥ ４時間授業 個人面談 4     !! 

7 火 水泳指導始                 22 水 ◆４時間授業  研究授業 2-1,2-2,4-1,6-2    !! 

8 水 日光移動教室⑥ 23 木 ◆集会 体力テスト③④ ４時間授業 個人面談 5  !!  

9 木 日光移動教室⑥ 24 金 体力テスト①② 社会科見学③ クラブ      SC 

10 金 日光移動教室⑥                  SC 25 土  

11 土  26 日  

12 日  27 月 全校朝会 保護者会①② 

13 月 全校朝会 校内挨拶運動開始 臨床発達心理士巡回  28 火 保護者会③④ みんなの下水道④              

14 火 読書旬間(28日まで) 尿検査(三次) 校外学習④ 29 水 ◆放課後学びタイム 3 

15 水 ◆放課後学びタイム 不審者対応避難訓練 学力向上を図る調査④ 30 木 保護者会⑤⑥ 

◆…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 19日(火）第１回ＧＣＳ委員会・拡大ＧＣＳ委員会 

５月 15日(日) 運動会の受付・競技補助 

18日(水)・25(水)放課後学びタイム 赤ペン先生 

19日(木) ３年生ヤゴ救出  

６月中に配布予定のＧＣＳだより№1 

で取組を紹介します。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。５月 17日に２年生と４年生、３年生と５年 

年が、19日に 1年生と６年生がペアになって、春の野鳥観察会(写真)に取り組みました。 

上の学年が、下の学年に教える微笑ましい姿が見られました。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４年３月 17 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）佐藤 陽斗 大橋 陽向 山宮 翠桜 石塚 正煌 吉田 心愛 

（６年）三橋 冬真 森谷 瑞紀 渡辺 望羽 橋山 七海 古川 朔久 長谷 裕樹 （卒業生）栁田 遥 

【スーパー愛鳥博士】 

（５年）河野 修也 坂本 和奏  

（６年）木村 優雅 武者 愛梨 鹿子生 こころ 森田 楓花 （卒業生）田倉 凰貴 

（６年） 

学校公開について 
 ６月４日（土）１校時・１組、２校時・２組に学校公開を

予定しています。新型コロナウイルス感染症予防の観点か

ら、当日は、教室内での御参観は各家庭１名までとさせてい

ただきます。複数名で来校される場合は、廊下で待機してい

ただき、適宜、交替していただくよう御協力ください。 

 

幼保小連携 
 わらべつくし保育園の方々に、５月 15 日

(日)の運動会の実施に 

あたり、子どもたちの 

見守りをしていただき 

ました。福生市が推進 

する「幼保小連携」を 

今後も充実させていき 

ます。 

スクールカウンセラーについて 
福井 中 スクールカウンセラーが着任しました。毎週金

曜日が勤務日となりますのでぜひ御活用ください。 


