
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

上の２つのグラフは「小学生の交通事故発

生状況～平成２８年度～※警視庁 HP」のもの

です。左は「月別発生状況」で、新年度が始

まる４月から増加し、梅雨を迎える６月が最

も多くなります。右は「時間帯別」で、児童

の下校時間帯から夕方までが増加します。 

 同調査では、様々な項目があり、「学年別」

では、４年生を境に減少傾向になりますが、

自転車による事故は学年が上がるにつれて増

加しています。また、平成２７年度の同調査

の「男女別」では、男子の数が女子の数を倍

上回っています。（男子 690件・女子 311件） 

  

 気になるのは、次の項目です。下の円状グ

ラフは「歩行中の事故の種類」です。横断歩

道やそれに類する状況での事故が約３割にな

ります。横断歩道上でも、児童自ら目視を行

うことが自身の命を守るために重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そのグラフからは、「横断中」での事故が４

割になります。横断歩道上ではない道路で、

児童の目視による横断上の事故です。横断歩

道上を横断するよう、指導が必要です。 

 次のグラフは「歩行者の違反別」になりま

す。約６割が違反ではなく、車両運転者の責

任が強く問われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同時に約４割が歩行者自身の違反になりま

す。その約半数が「飛び出し」です。児童の

自転車使用による事故も、ほぼ同じ割合です

が、自転車の場合は加害者にもなり得ます。 

 学校においても、警察や市教委、地域との

連携を密にし、交通事故の未然防止等、児童

の安全に努めていきます。ご家庭でも、お子

様と命の大切さについてお話しください。 

 

                     

   「青でも安心しないで！」～自分の命を大切に～ 

                        副校長 博多 正勝 
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違反なし 61.0％ 



学力向上委員会から                                                          お名前         

今年度、本校では昨年度に引き続き、算数科を中心とした授業改善を通して児童の学力向上を

目指すべく、校内研究に取り組んでいます。研究のテーマを「主体的に考え表現しながら問題解

決に取り組む資質・能力の育成」とし、新しい課題に対して主体的に考えたり、自分の考えを多

様な表現で表したりして問題解決に取り組むことができる児童を育成することを目指しています。 

 １学期中に各学年が算数科で研究授業を行います。そして、１１月１７日（金）には２年間の

研究の成果を披露する、研究発表会を行います。公開授業に加え、東京都教育庁の毛利元一先生

に指導・講評をいただきます。保護者の方もご参観いただけますので、子供たちの取り組みの様

子、研究の成果をぜひご覧ください。 

校内研究の取組①                                                                                           

 「分数×分数」の計算の仕方。ずいぶん前に、大学生の正答率が低いということが話題になり

ました。去る 4 月 26 日（水）に行われた、6 年生の研究授業の内容がこの「分数のかけ算」で、

分数×分数の計算の仕方を考えました。ご存じのとおり、分数×分数は分母同士、分子同士をか

けます。児童はこの計算の仕方を教わるのではなく、以前ならった方法を活用して、自ら見つけ

ていきました。具体的にはすでに習っている「分数×整数」の形にして考えていきます。（枠内↓） 

次は「分数÷分数」。前に習ったことを使って、どうやって 

計算すれば答えが求められるでしょうか。学習は続きます。 

 

生活指導委員会から                                                                                                        

 先日の学校公開にはたくさんの保護者の皆さんにお越しいただき、ありがとうございました。

１学期が始まって１週間のことでしたが、子供たちの様子はいかがだったでしょうか。子供たち

の人権を守るために、学校公開での授業の様子や掲示物の撮影はご遠慮いただきました。全員が

守ってくださっていました。皆さんのご理解・ご協力をいただき、大変うれしく思います。あり

がとうございました。 

 また、同日の４校時には集団下校訓練を目的として、地区子供会も行いました。多くの地区委

員さんのご協力により、「ピーポ君の家」（万が一の時に、子供たちを守ってくれる家など）の位

置を確認・訪問しながら下校しました。本当に様々な面でご協力いただいていると実感しました。 

 これからも子供たちのために、ご家庭・地域のみなさん・学校で協力、連携していけますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

体力向上委員会から                                                                                         

 今年度も、授業を中心に、業間体育、行事なども活用しながら、子供たちの体力向上に向けて

取り組んでいきます。 

 特に、昨年度の結果を受け、体力テストの８項目の中から、今年度はシャトルランを重点強化

種目と設定しました。日常的に持久力をつけられるよう、意識を高め、各学期１回ずつの計測を

行い、記録を検証していきます。

 また、保谷オリンピックでは、２学期は大なわ、３学期は持久走を行います。この保谷オリン

ピックに向けて業間体育にて各種目を日常的に取り組み、技術・体力の向上を図り、子供たちの

意欲にもつながるよう、指導していく予定です。 

 さらに高学年では、日々の宿題にも基礎体力の強化を目指して筋力トレーニングなども行って

います。それぞれのご家庭でも、子供たちの運動への意欲の高まりを応援してください。よろし

くお願いします。 

×  = ×２÷ =  =  



運動会について                                                                                          

 本年度は、５月２７日（土）に運動会が行われます。各学年、それぞれの成長過程に合った競

技を通し、自分の力を全力で発揮します。紅白に分かれ、勝敗を競うことも５００人の児童が一

致団結し、1日を過ごす楽しさのひとつになると思います。保谷小学校伝統の応援団リードの元、

全校での応援合戦もぜひご覧いただきたいと思います。例年、暑くなりますので、水分補給を十

分行いながら、怪我なく、そしてひとりひとりのがんばる姿が輝く、そんな１日にしたいと願っ

ています。 

運動会のみどころ                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生 

表現 ９５人の恋ダンス！  

 大人気の恋ダンスを保谷小 1年生流にかわいくア

レンジして踊ります。 

団体 チェッコリ玉入れ 

 1年生伝統の玉入れです。チェッコリダンスと玉

入れ、どちらも力を合わせてがんばります。 

徒競走 ５０ｍ走 

 ５０ｍを走り切るために、本番まで何度も練

習します。当日の力走をご期待ください。 

あああ 

２年生 

表現 よっちょれ 
軽快なリズムにのって、元気よく踊ります。手に

持つ鳴子は自分で色を塗りました。 

団体 棒引き 
 駆け引きが面白い、毎回ドラマが生まれる競技で

す。 

徒競走 ５０ｍ走 
昨年と同じ５０ｍですが、力強く走る姿、真剣な

表情から1年間の成長が感じられることと思います。 

 

あああ 

 ３年生 

表現 エイサー 

４年生の力を借りて、沖縄の踊り「エイサー」

に挑戦します。 

団体 台風の目 

元気いっぱいの３年生が、一本の棒を運びま

す。コーンを回ったり、棒をくぐるタイミング

をみんなで声を掛け合って応援します。 

徒競走 ８０ｍ走 
昨年より長い距離を全力で走ります。コーナー

の走り方にも挑戦します。 

５年生 

表現 組体操・ダンス 

初めての組体操・ダンスです。６年生を見習いな

がら、全力で取り組みます。 

団体 騎馬戦 

こちらも初めての騎馬戦。友達と協力して、勝利

にむかって戦います。 

徒競走 １００ｍ走 

去年までの８０ｍから２０ｍのびる未知の距離。

最後まで全力で走ります。 

６年生 

表現 組体操・ダンス 
いよいよ最上級生としての組体操・ダンスです。

５年生を引っ張り、最高の演技に向けてがんばり

ます。 

団体 騎馬戦 
６年生として先頭に立って、戦います。応援よ

ろしくお願いします。 

徒競走 １００ｍ走 
最後の１００ｍ走です。今まで学習した全てを

出し切ってゴールまで走り抜けます。 

４年生 

表現 エイサー 

３年生４年生合同で「エイサー」をリズムよく踊

ることに挑戦します。太鼓とばちを使った沖縄独特

の動きにご注目ください。声援をお願いします。 

団体 お助け綱引き 

先に綱引きをしているグループに後のグループが

加わり綱引きをします。 

徒競走 ８０ｍ走 

昨年と同様、８０ｍをコーナーの走り方に気を付

けて全力で走ります。応援をよろしくお願いします。 

 



行事予定                     

日 曜 日 曜

15 月 全校朝会(草むしり）運動会係児童打合せ①(5,6)　

13 土

14 日

11 木 4時間授業(校内研究のため4年生は5時間授業)　

12 金 
遠足予備日②
内科検診(4,5,6)1:00　ALT


9 火 眼科検診(全)13:00


10 水 避難訓練(引き取り訓練)　集会（委員会紹介）

7 日

8 月 全校朝会　生活目標発表(5-3)
クラブ活動③　安全指導

5 金 こどもの日

6 土

火 離任式(5校時) 

3 水 憲法記念日

4 木 みどりの日

31 水 4時間授業(校内研究のため2年生は5時間授業)　

５月　行事予定表

学校行事

1 月 全校朝会 委員会活動
発音・話し方調べ(1)

2

30 火 朝会時程　全校朝会　生活目標発表(5-2)

29 月 振替休業日

28 日

27 土 運動会

26 金
前日準備(5,6)　4時間授業(1,2,3,4)
個別学習なし　腎臓検診(尿検査)二次・追加

25 木 耳鼻科検診(全)9:00

24 水 運動会全体練習④　（PTA集金日）

23 火 運動会全体練習③　

22 月 全校朝会(草むしり)　運動会係児童打合せ②　教育実習(始)

21 日

20 土 (地区委員会　和室9：30～13:00）

19 金
運動会全体練習②
PTA代表委員会9:30(役員会1：00）

18 木 運動会全体練習①　腎臓検診(尿検査)二次

17 水 
4時間授業

学校行事

16 火 内科検診(1,2,3)1:00

 

お詫びと訂正                                                                                          

 先月号でお知らせした、「学校公開および土曜授業日のお知らせ」において、記載に一部不足が

ありました。お詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 

  

今年度の学校公開及び土曜授業のお知らせ 

４月１５日（土） 学校公開① 保小まつり１ 

５月２７日（土） 運動会 

６月１７日（土） 学校公開② 

７月 １日（土） 学校公開③ 

９月１６日（土） 学校公開④ 道徳授業地区公開講座 

１０月 ７日（土） 学校公開⑤ 

１０月２１日（土） 学芸会 

１１月１７日（金） 学校公開⑥ 研究発表会 

１２月 ２日（土） 学校公開⑦ 保小まつり２ 

 １月１３日（土） 学校公開⑧  

 ２月２４日（土） 学校公開⑨ 

 

   

 

※下線部分が訂正（追記）箇所です。 


