
 

 

 

 

 

          目は心の窓 心の窓が開くとき 

～新年度スタートから 1か月 紡がれる絆～ 

校長  島野 歩 

  

 校庭の樹々たちも目に鮮やかな美しい新葉をまといました。新緑の季節です。 

季節の心癒される情景とは裏腹に、新型コロナウイルスの感染拡大は依然として厳しく、

4 月 25 日から 3 回目の緊急事態宣言が出されました。感染力が従来のウイルスより強いと

されている変異株の脅威に、学校としても強い危機感をもっています。今まで以上に感染予

防の手洗い・消毒の徹底と感染予防に即した授業形態を図り、子どもたちの大切な「今」に、

学びを重ねていきたく存じます。保護者の皆様には、日ごろから様々な側面からご協力 

ご支援いただき、心から感謝申し上げます。 

  

 過日 4月 21日、1年生の交通安全教室がありました。 

 そのとき、心に残る 1年生の子どもたちの言葉が 

ありました。子どもたちの前に立ち、私が話を始めようと 

すると、全員のかわいい目がこちらに集中！あまりの 

すばらしい姿に、「みなさんの目が、お話をする先生の 

ほうに向けられて素敵ですね。」とお話すると、「心も 

見てるよ。」「頭も見てるよ。」と・・・・。素晴らしい！ 

その通り！集中していたのは、目ばかりでなく、心も 

頭も集中していたのでした。立派です！ 

 「目は心の窓」とよく言います。とくに、今はマスク 

をしているので、子どもたちと目と目を合わせることを 

とても大切にしています。嬉しいとき楽しいとき、子どもたちの目は大きく見開き、きらき

ら輝きます。逆に、悲しいとき苦しいときには目が曇ります。言葉だけでなく、目と目を 

合わせることで、心を開き、心で考えていることを目に映しながら、気持ちを通じ合わせる

ことをこれからも心がけていきたいと思います。 

  

 令和 3年度、あらたな年度のスタートから 1か月。1年生、2年生、3年生、4年生、5年

生、6年生・・・・それぞれの学年が、そして学年の垣根を越えて、子どもたち同士、子ど

もたちと教職員が心の絆を紡ぎ始めました。新型コロナの厳しい状況の中だからこそ、心の

窓を開き、これからもつながっていきます。太く長く。 

 

 今後ともご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
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愛されるために 

自分とちがったものに 

なる必要はありません。 

 

ありのままで愛されるには 

ただ心を開くだけでいいのです。 

 

出典：超訳 マザー・テレサ 

  著：もり たまみ 

    「幸せになる勇気」 

 



             

 

◆子どもたちが安全で楽しく生活できるために◆ 

文教大学付属小学校が安心かつ安全な学校であるために、様々な面で充分に配慮を重ねて

まいります。保護者の皆さまのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安全指導・ルールの徹底  

子どもたちの身の回りにおける様々な環境について、意識を 

喚起し、安全の理解と意識向上に努めます。 

学級では終礼時に、以下の下校のルールを唱えて帰っています。 

① 坂を走りません。 

② ホームでふざけません。 

③ 電車の中で大声を出しません。 

（生活指導目標：登下校のルールとマナーを守ろう！） 

１年生は、「交通安全教室」を開き、田園調布警察の方から 

交通安全や道路の歩行について教えていただきました。 

 

２ 避難訓練  

火災や地震、不審者侵入など様々な場面を想定し、危険を素早く回避する訓

練を実施いたします。８月２８日（土）には保護者の皆様ご来校のもと、大

地震警戒警報発令時を想定した「引き取り訓練」も実施いたしますので、 

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

３ 田園調布警察署・田園調布消防署との連携・協議  

警察・消防署、それぞれの管轄において、代表者が集まり、 

安全上の情報交換をし連携をとり、安心・安全に努めています。 

必要に応じ、登下校時の警備、パトロールもお願いしています。 

 

４ セキュリティーの保持 

学校内における児童の安全を守るために、学校セキュリティーを保持して 

まいります。つきましては、入校ルールに従いまして（配布済みの文教っ子スタンダード

ご参照）保護者の皆様にもご来校の際のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務室横の入り口から記録簿にご記入の上、ご入校お願いいたします。その際、入校証

を忘れずにご持参ください。授業参観時は受付後、昇降口から入校できます。） 

 

8月 2７日（金）は 

「防災の日」として、防

災意識を高めるための

取り組みを行います。 

例：消火器の使い方 

三角巾の使い方 

骨折の応急処置など 

 



 

文教大学付属小学校の仲間入り！ 

１年生！ご入学おめでとうございます！ 
                     

                    

 

 

                  

  

                    

 

  

   

  ４月３日（土）入学式！ １年１組 ２８名 １年２組 ２８名 ５６名の１年生を 

お迎えいたしました。 

ようこそ！文教大学付属小学校へ！ 教職員一同、こうして１年生の 

皆さんをお迎えする日を心待ちにしておりました。喜びいっぱいです。 

              元気いっぱい１年生のみなさんの声が 

「おはようございます」「こんにちは」「ありがとう」・・・ 

            1階のフロアに響き渡り、活気に満ちあふれています。 

              これからたくさん学んでいきましょう！ともに！ 

 

 

 

 

 

 



                                                

 文教っ子 あいさつ すてきです！ 

文教大学付属小学校の子どもたちには 

たくさんすてきなところがあります。 

 

・元気なところ  ・やさしいところ 

・素直なところ  ・がんばるところ 

・子どもらしくのびのびしているところ 

 

そのなかでも 

・あいさつが 元気で気持ちがいいところ 

は、とびきり「すてき」です。 

 

これは、本校のよき伝統でもあります。 

でも・・・・伝統を守っていくことは 

決して容易いことではありません。 

 

 

そこで！ 

いつも気持ちのいいあいさつをしてくれる 

我らが文教大学付属小学校 6年生の 

みなさんと座談会をひらきました。 

テーマは 「あいさつ」 

とっても素晴らしい内容でしたので 

ここに紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつしなきゃ とか、あまり 

意識したことないです。むしろ、 

今は自然にでてくる。でも、それは 

2年生ぐらいからかなあ。1年生の 

ときは、「人を見たら、あいさつ」っ

て思っていた。習慣にするって 

大切だと思います。 

小さい頃から、ダンスやテニスを習ってい

て、大勢の人にもまれながら、あいさつを

することも鍛えられてきた気がします。 

あと、低学年のときの先生！徹底的に 

あいさつを仕込まれました。そのことが今

に活きています。先輩の影響も大きいで

す。矢野君は、ぼくにとって、トップ・ 

オブ・ザ・トップ！挨拶もかっこよかった。 

 

 

だれにでも、わけへだてなくあいさつ 

することは、小さいときから意識してい

ました。記憶にあるのは、自分が挨拶

したのに、挨拶を返してくれなくて、 

とても悲しい気持ちになったこと。 

だからこそ、自分は人にそんな気持ち

にさせちゃいけないと思いました。 

挨拶は人の心を優しくするものだと 

思っています。 

挨拶に限らず、人にいやな 

思いをさせるのはいやだなっ

て思っています。 

 

だから、挨拶しないことで、 

知らないうちに人を傷つけたり 

いやな思いにさせちゃったり 

それはいやだな。だから、人に

はちゃんと挨拶したいなって 

思います。 

 
 

幼稚園の年長さんのときに、文教大学

付属小学校に見学にきたんです。 

そのときの印象は今でも覚えていて。 

とっても挨拶が気持ちのよい学校だな

って思いました。入学したら、やっぱり 

上級生のみんなの挨拶も丁寧で明るく

て素敵だなあって。これが学校の伝統

なんだなって思ったんです。だからこ

そ、この伝統を消しちゃいけない、守っ

ていかなきゃって思います。 

 

すてきな 

あいさつが 

これからも 

広がって 

いきます 

ように。 

６年生との座談会 

テーマは「あいさつ」 

 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度 文教大学付属小学校における ICT教育  

  

Q 過日申し込んだクロムブックは、いつ頃どのような形で届きますか。 

A 現在のところ、5月下旬に納品の予定です。申し込みいただきました方の 

  ご自宅に宅急便で届きます。（1年生のお子様のご自宅には、全員届きます。） 

  業者の込み具合ならびに業者の新型コロナ感染影響により、納品時期が前後する 

  場合がありますこと、あらかじめご承知おきください。） 

 

Q いつから学校にもっていくのですか。 

A 学校にもってくる時期につきましては、各学年各担任から指示がでます。お子様の 

  連絡帳、学年だより等ご覧いただきますようお願いいたします。 

 

Q PCカバーや PC周辺用具について 

A 本日 4月 30日（金）PCカバーの申し込みについてお子様を通して配布させていた

だきました。その他の周辺用具については、任意で必要に応じてご自宅にてご用意 

  ください。 

 

Q 情報モラルの徹底について 

A 本校では、Chromebookを「学びのための道具」ととらえています。お子様とも 

  ご家庭の皆様とも、その意識を共有して進むべく、本日「文教っ子情報モラル： 

  学びのための道具」と題して、プリントを添付させていただきました。 

  情報モラルはたくさんありますが、子どもたちに理解しやすく、PC使用の意識の 

根幹となるよう、なるべくシンプルでわかりやすい言葉であるようまとめたものです。 

Chromebook使用開始となりましたら、あらためてお子様には配布させていただき 

意識を徹底してまいります。 

 

 

 

 

令和 3 年度 文教 Bunkyo ICT 教育 Q&A  



5月の行事予定

日 月 火 水 木 金 土

 1
  休業日

2 3 4 5 6 7 8
憲法記念日 みどりの日 こどもの日 避難訓練

下校班

　

9 10 11 12 13 14 15
遠足候補日① 休業日

16 17 18 19 20 21 22
遠足候補日② 遠足候補日③ 休業日

　

23 24 25 26 27 28 29
全国学力学習調査 新一年生保護者会第１回学校説明会

６年 (４月３０日から変更）B時程２校時下校

30 31

5月の生活目標

　重点目標〈文教っ子八ヶ条　第二条　背中をまっすぐに伸ばして、いい姿勢で過ごせること〉

○ 登下校のルールとマナーを守ろう
○ 強いかだらを作ろう
・ 電車内で周囲に迷惑をかけない。 ・外で元気よく遊ぶ。・坂を走らない。
・ 好き嫌いしないで、よくかんで食べる。

　

　◎　登下校のルールとマナーをもう一度　　　　　　　　　　　　　　　　〈文責：教頭田中　宏一〉

　今年度も、下校の時間、学校での学習が終わり、お友達と楽しくお話をしながら、たくさんの子が、白線の
内側を歩いて降りてきます。下の横断歩道で立ち止まり、左右を確認して、手をあげて渡っていきます。「さよう
なら」と元気なニコニコの声が、見ていていつも気持ちよく感じています。
　帰りのホームは時間的に混雑する時間ではありませんが、それでも必ず何人かのお客さんはいらっしゃいま
す。下で見ていると、文教小の皆さんはマナーを守ってホームで電車を待てています。
　しかし、お話に夢中になってしまったとき、下校の時間がずれて数人のお友達しかいなかったときも、ルール
とマナーは守れているでしょうか。習い事や塾に間に合うかぎりぎりになってしまったとき、坂道を走って、電車
に飛び乗ってはいないでしょうか。どうしても連絡がしたくなって、ホームや電車の中で携帯電話を出してはいな
いでしょうか。
　今月の生活目標は。「登下校のルールとマナーを守ろう」です。「知ろう」「考えよう」ではありません。文教
小のみなさんは、登下校のルールとマナーをきちんと知っていて、行動にも表せています。
それが、いつもでも、どんなときでも守れるようになるといいですね。
　ご家庭におかれましても、安全上からも、いつも交通ルールやマナーが
守れているか、もう一度話し合ってみてください。よろしくお願いいたします。

登下校の送迎にご協力ありがとうございます

これまで、登下校時の送迎につきまして、近隣の方々や登校される他の小学

生、生徒さんの安全に配慮いただきありがとうございます。今後もどうぞよろし

くお願いいたします。
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