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～保護者・地域の皆様に支えられて～
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～服務事故防止研修を行いました～
教職員を対象に、校内で服務事故防止研修を行いました。今回は、体罰防止と利害関係者との接触
に関して、事例をもとに公務員としての服務規律について再確認しました。体罰防止については、
「体罰ゼロ宣言ポスター」を作成し、９月に校内に掲示し、ホームページでも公表予定です。

充実した夏休みを過ごそう
生活指導部

駒場 一史

子供達にとって待ちに待った夏休み。１ヶ月以上も学校生活から離れると、生活が乱れがちになります。早
寝早起き、朝ご飯をきちんと取り、学校の夏の行事にも参加して普段と変わらない生活リズムを心がけるよう
お願い致します。１学期の学習を振り返る機会でもありますので、復習を行うようご家庭でも支援お願い致し
ます。
また、外で遊ぶ機会も増えます。適宜、水分補給をすること、危険な遊びや誘惑にのらないようご家庭でも
約束を決めるなどして、長い休みを実りあるものにしてください。

みんな見て！！
ぼくの指にとまった
よ！
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４年後の東京オリンピック・パラリンピックの時に「チョウの舞う素敵な街おおた」をつ
くれるようにしたいと思います。一学期は約１００頭のアオスジアゲハが子ども達の手か
ら飛び立ちました。

夏休みの行事予定
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夏季休業日始 水泳教室 ① WPわいわいバスケットボール
水泳教室② WP人形劇

ＰＭ学習カウンセリング始

PTAラジオ体操始

WA水遊び
水泳教室③ 国算教室① WP科学で遊ぼう① WP手作り工作
水泳教室④ 国算教室② 二中男子バスケ
WA三原高校で和太鼓体験 WPチータとヒッポのこわーいお話会
水泳教室⑤ 国算教室③ WPフラダンス WPメッセージカードづくりお花バージョン
水泳教室⑥ 二中技術 二中家庭科
WAアイ染めでマイバックをつくろう！！ WPマジックシアター～２０１６～
水泳教室⑦ WPみたらし団子をつくろう！①
ＰＭ学習カウンセリング終

PTAラジオ体操終
金
土
日 都知事選挙
月 二中サッカー 二中男女剣道 二中卓球
火 二中男子バレー 二中数学 二中理科 二中美術 WPセラピードッグによる犬のさわり方教室
二中男子野球 入五小養護 WA楽しいサッカー教室
水
WP科学で遊ぼう② WPスイーツデコ ☆ストラップ WPスイーツデコ ☆写真立て
木 二中女子ソフトテニス WAお花と遊ぼう① WPお花と遊ぼう②
ＰＭ学習カウンセリング終
金
土
日
月 WPヒッポお話会＆折り紙教室
火
水 WP毛糸で遊ぼう①

＊WAは午前、WPは午後、ワクワクスクールです。
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15日
16日
17日
18日
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21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

木
金 WPみたらし団子をつくろう！②
土
日
月
火
水
木
金 WAおつかいすごろくゲーム WPコンピュータプログラミング教室
土
日 WAスポーツ教室
水泳教室⑧ WPボディジュエリーシール講座
月
WPエアロビで遊ぼう！
火 水泳教室⑨WAリサイクル工作 WPスポーツチャンバラ
水 水泳教室⑩ WP河原の石にペインティング
水泳教室⑪ WPサスケ① WPサスケ②
木
WAダチョウのたまごでストラップをつくろう
水泳教室⑫ WAちょきん箱つくり
金
WPスライムを作ろう① WPスライムを作ろう②
土 夜店フェスティバル
日
月 水泳教室⑬ WP毛糸で遊ぼう②
火 水泳教室⑭
水 夏季休業日 終

＊二中は、二中部活・学習体験です。

学習カウンセリングについて

教務

白木

茂基

「学習カウンセリング」とは、「学習カルテ（４～６年生）」、「算数チェックシート（１～６年生）」、「東京
ベーシックドリル診断テストＡ（２～６年生）」などをもとに、学習のつまずきや学習方法について、児童と
保護者、担任と三者面談を行うことです。児童自ら課題に気付き、その解決に努めようとする態度を養うこと
を目標に、学級担任が学習カルテを活用し、一人ひとりと丁寧に面談を実施することで、次の目標を設定し、
具体的な学習内容や方法を計画するための機会となります。それによって、学級担任が学級や個に合わせた授
業改善に取り組むための手段とします。また、日頃の様子も含めて、夏休みの過ごし方や２学期に向けての話
し合いをしていただきます。児童と保護者、担任が共通理解をして、学習意欲を高めていきましょう。

算数指導について

算数少人数担当

北風

和子

算数の授業をしていて、算数は積み重ねの教科だなぁと感じます。例えば、３年生の『あまりのあるわり
算』では、２年生で学んだ『かけ算九九』や１年生で学んだ『繰り下がりのあるひき算』を使って問題を解
きます。従って、そのときに学習したことが身に付いていないと、３年生でも苦労するようになります。都
の方針でも、前の学年に戻って学習内容をしっかり身に付けさせていこうと『東京ベーシックドリル』が導
入され、本校でも毎学期授業で活用しています。普段の習熟度別少人数指導でも、一人ひとりのつまづきを
見つけ、個別指導の充実を図ってまいりたいと思います。
これから、夏休みに入ります。
「算数が苦手」というお子さんには、
「算数が得意」に変わる絶好のチャン
スです。１学期の復習を、前の学年に戻っての学習を、是非させていただきたいと思います。学校でも『国
算教室』を行っていますので、どんどん参加させてください。

３年生「新しい学習にも熱心に取り組んでいます」
担当 ３年担任 藤田伸一

勝又千裕

３年生になって新しく学習する教科が増えました。ホウセンカやヒマワリ・チョウを大切に育て、生き物の
成長を感じながら観察を進めた理科、街探検や社会科見学などを通して学区域や大田区のことを学び、絵地図
やガイドブックにわかったことをまとめた社会科、慣れない筆を使いながら点画を意識して上手に書けるよう
に工夫した習字。はじめての学習にも熱心に取り組みました。
話し手の方をよくみて反応をしながら話を聞く・聞き手の方をみて真剣に思いを伝えるなど、４月から意識
している「聞き合い」をこれからも大切にしながら、学びを深められるように支援していきます。

