
！２０１６プール まもなくオープン

校 長 安田 一也

（歌名：本日プール開き）「 ずっと夏を 待ってた 本日プール開き♪～ ♫～」

朝、校長室の開けた窓から、新鮮な空気とともにあちこちの教室から元気

な歌声が聞こえてきます。プール開きが待ち遠しい６月になりました。

、 、 「 」 。さて 今月は 子どもたちが楽しみにしている プール を話題にします

本校のプールは、開校した年の８月に完成し、以来約半世紀、体育館と並

んで子どもたちの体育学習を行う運動施設として活用しています。子どもた

ちを魅了する「プール 。その最も大きな理由は 「じっとしているだけでも」 、

汗をかく夏の暑い時期に、キラキラと水面輝くプールの中で四肢を自由に扱

い、水の心地よさを味わえること」です。ご覧いただいている保護者や地域

の方もご自身の小学生時代を懐かしく思い出されたのではないでしょうか。

戦後、昭和２８年に改訂されたプール指導の変遷について調べてみると、

小学校学習指導要領（体育解説）に、水泳学習の入門期

の初歩練習として右の図が掲載されています。図から、

当時は洗面器を教具として使い、水中で目をあける練習

をしていたことがわかります。また、すでにプールが設

置されていた学校では、指導内容として、低学年対象の

水慣れ遊びの後、中・高学年で 基礎的泳法（バタ足泳A

B C D法・あおり足泳法・かえる足泳法 とび込み 潜水・水中遊戯・遠泳）、 、 、

水泳心得などの技能と態度の指導が行われていたようです。

現在のプール指導では、危険であるとして扱わなくなった内容もあります

が、指導の手順には共通点が見られます。それは、発達段階に応じて、水の

怖さを知的理解させたうえで、水中で目をあけるなどの水に慣れるところか

ら始め、スモールステップを経て、確実に泳法を身に付けさせることです。

ギラギラと太陽が照りつける青空の下、たくさんの水しぶきをあこの夏も

げ、進んで水に親しむ二小っ子であって欲しいと願っています。
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１３日(水) 結核検診（該当者）
１日(金) 開校記念日（通常日課） 音楽朝会 おはなしぽけっと（昼）
２日(土) 第11回「地域DE 子ども見守り隊の集い」 １４日(木) 校内水泳記録会（６年）
４日(月) おはなしぽけっと（２年） クラブ活動
５日(火) 第１回学校評議員会 １５日(金) 校内水泳記録会予備日（６年）

ツベルクリン接種（該当者） １８日(月) 海の日
６日(水) 授業参観・懇談会（１、２年） １９日(火) 給食終了日 短縮４時間（給食後13:40下校）
７日(木) 給食費集金日 委員会活動 着衣泳教室（４、５年）

ツベルクリン判定検査（該当者） ２０日(水) 短縮４時間 12:15下校
８日(金） たんぽぽ学級市内交流会 ２１日(木) 第１学期終業式 11:05下校

ＰＴＡ会計監査日 ２２日(金) 夏季休業日（～8／28）
１１日(月) 第１回学校保健委員会 ２５日(月) 夏休み水泳指導（7／27、28、29）

おはなしぽけっと(たんぽぽ、１年) ※８月２９日（月）２学期始業式 ３校合同引き渡し訓練

１６日 (木) クラブ活動

１日 (水) ＰＴＡプール清掃 １７日 (金) 菊の定植（６年）社会科見学（４年）
２日 (木) 給食費集金日 クラブ活動 ２０日 (月) おはなしぽけっと(たんぽぽ、１年)

３日 (金) 児童・職員プール清掃 ２１日 (火) 社会科見学（５年）

４日 (土) 春の枝降ろし(午前) 予備日１８日 ２２日 (水) 音楽朝会（６年発表）５年脊柱側彎症検査

６日 (月) おはなしぽけっと（２年） ２３日 (木) 歯科保健指導（た、１、３、５年）クラブ活動

７日 (火) プール開き集会 自転車教室(４年) ２５日 (土) 交通安全子供自転車埼玉大会

表札訪問開始（た、１年生家庭訪問） ２８日 (火) 授業参観・懇談会（３、４年）

８日 (水) 校長講話 ２９日 (水) 授業参観・懇談会（た、５、６年）

９日 (木） なかよしオリエンテーリング 委員会活動 ３０日 (木) クラブ活動

１４日 (火) 新体力テスト開始 詳しい時間等は、各学年からのたよりをご覧ください。

７月の主な行事予定

６月の主な行事予定

学校応援団を募集します
本校には、様々な経験や技術をお持ちの保護

者や地域の方々に教育活動に関わっていただく
組織「学校応援団（学校応援ボランティア）」が
あります。このたび改めて学校を応援していた
だける皆様を募集させていただくことになりま
した。学校校応援団の詳細及び登録について先
日お知らせを配布させていただきました。ぜひ
ご協力いただけますようお願いいたします。

家庭訪問・表札訪問がはじまります！
６月７日（火）より家庭訪問、表札訪問を実施します。たんぽ

ぽ学級と１年生は家庭訪問、２年生以上は表札訪問を行います。

表札訪問は、災害等の緊急時に備えて、ご自宅の場所を予め知

っておくことが大きな目的です。この機会に担任に相談したいこ

とがございましたら連絡帳等で個人面談を申し込みください。日

程、時間については各学級の案内をご覧ください。

春の枝降ろし
６月４日（土）9:00～ 予備日１８日（土）

数多くの木々に囲まれ、四季を感じながら学校生活を過ごせ
るのが本校の教育の特色の一つです。近頃その木々の枝や雑草
が伸び始めてまいりました。そのため、本年度も春の枝降ろし
を実施することとなりました。保護者や地域の皆様には、ご都
合をつけていただきご協力いただければ幸いです。詳細につい
ては、先日配布しました通知文をお読みください。ご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

６月の音楽朝会 ６年生発表
６月２２日（水）８：３０ 体育館

６月の音楽朝会は、６年生の合奏
「Sing,Sing,Sing」です。スイング・ジャズの
名曲をアレンジしました。アップテンポのリズ
ムに思わず体が動き出すこと間違いなしです。
ぜひ、聴きにいらしてください。

事故防止についてのお願い

市内で不審者による被害や交通事故、下校後の怪我が多発しています。

学校でも指導をいたしますが、ご家庭でご指導いただきますようお願いし

ます。

【自分の命は自分で守る４つの約束】
◎一人にならない。

◎知らない人について行かない。

◎大きな声で助けを呼ぶ。

◎誰と、どこで、何時まで出かけるの

か家の人に話す。

【帰宅後の外遊びで気をつけること】
◎道路では遊ばない。

◎マンションの通路で遊ばない。

◎危険な遊びをしない。

◎他の人の迷惑になるような遊びを

しない。

ミストシャワーでひんやり…
本校の昇降口に暑さ対策のため

のミストシャワーが設置されまし
た。外遊びや運動場での体育の学習
が終わった後の火照った子どもた
ちの体を
冷やして
くれてい
ます。
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