杉 並 区 立 天 沼小 学 校

夏体みの「 不易と進化」
校
明 日から、 6週 間の夏休みが始まりま す。教職に就いて約
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40年 、子 ども同様 に夏休みを迎える

ワクワク感は、変わ りません。私自身の子 ども時代、教員と してスタ ー トした時代、それぞれの夏

体みを想起すると、
「不易 (脈 々と受け継がれる部分 )」 と「進化 (時 代のニ ーズに呼応する部分 )」
があるように思われます。
不易に代表されるのは、やは り「ラジオ体操」で しょうか。小学生の私は、ち ょうど8召 和の東京
オリンピック開催の時代、下町で過ごしま した。力 ニ ドを首からSら 下臥 近くの公園で開催され
るラジオ体操 に毎朝参加 しました。当時は、現在のように学校の PTAの 係の方が担当するのではな
く、地域のコミュニティーとして街ぐるみで行われていた気が します。時折、お菓子をもらったこ
とを記憶 しています。 (今 と同 じ文イ
じですね。
)ラ ジオ体操が終ゎると、下師ゆえ家々の前で打ち水
する中、水遊びを しながら行商の金魚屋さんや風鈴屋 さんと一緒に帰宅 した圏いがあります。今の
子ども達も、ラジオ体操終了後、すぐに帰宅するのか …、覗いてみたい気が します。ある意味、子
ども達の情報交換、社交の場なのかも知れません。続いて挙げられるのが「夏体みプ ール指導Jで
す。当時はベ ピープームもあり、プールは常に満員御礼という状恙で した。 今との違い￨ま 、水泳指
導というよ り、プール開放と言う感 じが強かったょうに思われます。スイミングスクールが今ほど
にはありませんで したので、夏休み後半は学校対抗の水泳大会に向けて「選手 コース」の練習日が
多く設けられていました。まだ、社会スポ ーッとぃう枠組みが明確で はなか ったので、スポーッ文
化も学校教育に委ねられていたのだと思います。
さて、進化ですが、ますは「 補習」という概念です。昭和の時代は「夏体み

=遊 び」と認識され

ていた と闇います力ヽ 時代の流れと共に「夏休みも勉強」とい う社会風潮が表れてきました。学カ
向上を掲げ、各自治体が「何日間の補習の時間を」と、夏休みにも統一性が求められました。我々
教員の働き方も考慮 して、llB在 の水泳指導と夏期講座がセッ トものにな った次第です。もう一点、
特筆されるのが「夏休みの自由研究」です。以前は、絵日記、お天気調 べ、昆虫採集と言つた自由
研究の定番がありま した。今は、夏の風物詩とも言える、本屋さんの店頭を飾る「夏休み自由研究

甲―ナー」に見るように、多岐にわたる自由研究が出品されます。生活科・総合的な学習の時間の
ように「探求」の視点から、オリジナルの研究、時代のトレンドからプログラミング作品…など、
昨年も利 青らしい成果物がたくさんありました。
「夏休みの自由研究」は、普からの不易であ り、内
容は進イ
しの一途です。私も、 3年 連続で「 貯金箱」 ￨こ り したいと用います。一応 …宣言しま魂
̀戦
夏休み …、子ども達の生活は、学校から家庭・ 地域に移ります。
本当の「不易」は二学期の始業

式に見られます。日焼け嗽 ひと回りもふた回りもたくましくな った容姿は、心も成長 しているこ

とを、毎年実感いたします。これこそ力ヽ 学校から 6週 間、学び・生活を置き換えた真の成長、
「夏
休みの不易」だと思います。今年も 9月 1日 に天沼小学校の夏休みの「 不易」を楽しみにしていま
す。健康に留意され、素敵な夏休みをお過ごしください。
併せて、‐学期の教育活動に対するご支援とご協力￨こ 感謝申し上げます。

安全で健康な夏休みた
平 成 29年 7月

杉並区立天沼小学校

生活指導部

夏休み、子 どもた ちはどん な夢をふ くらませてい るので しょ うか。いろい
ろな体験や、普段で きないことにチ ャ レンジで きるのも夏休み な らではの こ

とです。次の項目を参考にしながら子どもたちが充実した夏休みを過ごせる
ように、ご家庭でもご配慮くださぃ。

1 ‐きまりのある生活 を
・早寝早起きなど、生活の 「 リズム」をくずさないようにさせる。
・ 自分で計画を立てさせ、朝の涼 しい うちに学習させる
。
・ 長期にわたる観察 .実 験、旅 行記 、読書、工作 など創造性豊か

なものに

取 り組ませ る。
(図 書館、区民センター、郷土 資料館等の施設 も活用できま

・地域の行事やボランテ ィア活動等に参加 させ、地域 とのかか

す。
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朝のラジオ体操 (7月 24日 〜 28日 の午前 7時 〜 7時 30分 、雨天時
は中止 )や 水泳教室に積極的に参加させ、体力づくりの機会 とさせる。

―

,■ 安 全な 生活 を
★交通安全の確認
白線の内tllを 歩き、飛び出 しや信号無視などをさせない。
・ 自転車は常時点検 し、安全な乗 り方をチ ェ ックする。
・ 校庭開放にやむをえず自転車で来る場合は、決められた
場所に整頓 して駐輪をさせる。
★誘拐、痴漢 等 の被害 と非行の防止
外出する時は、誰 と、 どこへ 、何 を しに、何時に帰 るかを確認 し、 防犯
ブザー を携帯 させ る。
・ 危険 を感 じたら大声 を出 して助け を求 め、 ピー ポ 110番 表示の家や店
などに逃 げ込むよう確 認する。(万 ― 、不審者等被害にあったときは直 ぐ
に 110番 通報 し、学校 にも連絡 して くだ さい。まずは警察です !)
。公園ではマナー を守 らせ、他の人の迷惑になる遊び
をさせな い。また、
べ
自転車 をきちんと並 て とめさせ る。
・ 必要のないお金は持たせない。お金の 貸 し借 りはさせない。
・ お小遣いで 買 つた ものや他人か ら頂いたものは家族 に報告 させる。
ーや繁華街 に行かせない。
・子 どもだけでゲーttン タ
夜遅 くの外出はさせ な い。
★熱 中症・ 光化学 スモ ッグによる事故 防 止
・ 天気や気温などを考 えて活動 させ る。積極的に水分補給や休憩を取 る
☆水 や火 を使 った遊び
・ プールや川 などの遊びは、約束や決まりを必ず守 らせる。
・ 花火は大人の指導のもとで行 う。
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ルを決めていると思いますが、な
かなかLル が徹底せず、悩 んでいるご家庭 もあるのではないで しょうか。
夏休みは子 どもだ けで過 ごす 時間が増 えますので 、 ルを再度確認 し、使 用時
・ をか け
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れは親の役 日です 。子 どもが安心 安全な毎 日を過 ごせ るよ うな工 夫 をお願 いい
た します。また、最近では、SNSで の誹謗中傷やクレフ外 しな どのい じめ、児童
ポル ′事犯の 自画撮 りの被害が増加 しています。 ト
フルにな らないよ う.ご 注意
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