平成２８年度学校だより

平成２８年 ７月 １日

７月号
渋谷区立西原小学校

４年生になったら山中移動教室
校長

手代木

英明

６月 ８日（ 水）〜１ ０日（金 ）に山 中移 動教 室に 行き まし た。４年 生にと って は 、初 めての 宿
泊 行事 でし たが 、と ても 立派 な態度で 生活 する こと がで きま した 。移動教 室の 主な 日程 は
１日 目（ 晴れ ） 中 央道 で富 士山 麓へ 青木 ケ原 樹海 ハイ キン グ 鳴沢氷 穴見学 学 園内 で ス ケッ チ
キ ャン プフ ァイ ヤー 星 空観 察 （北 斗七星 、春 の大 曲線 がき れい に見 えまし た 。）
２日 目（雨 ）
湖 畔ま でハ イキ ング 遊覧 船で 山中 桟橋へ 花の 都公園 見学（ 天 気 が 良け れば 、大 平
山 ハイ キン グの 予 定 でし た。） 遊覧 船 で 旭日丘桟橋へ 富 士山 と海 の生き 物の学 習
３日 目（ 晴れ） 河 口湖 フィ ール ドセン ター（溶 岩樹 型見 学 、し おり 作り ）
族 館 東名 高速 を通 って 帰校

楽 しか った キャ ンプ ファ イヤ ー

溶岩樹 型探 検

涼し い！

山 梨県 立富 士湧 水の 里水

花の 都公園 での 昆虫 のス ケー ル体 験

２日 目の 雨は 、残 念で した が、遊 覧船 「白 鳥の 湖号」（「 なな つ星 in 九 州」 の水 戸岡 鋭治 氏に
よ るデ ザイ ン）、 山中 湖か ら流 れ出 る桂 川（ 下流 では 相模 川 ） に沿 って歩く ハイ キン グや 美し い
花 がい っぱ いの 「花 の都 公園 」も楽し い思 い出 にな った はず です 。
西原 小学 校の 宿泊 行事 は 子 供達の自 覚と 保護 者の 皆様 の協 力で 、と ても充 実し たも のと なっ て
い ます 。２日 目の ハイキ ング には 大きめ のナ ップ サッ クと 水筒 、し っか りとし た靴 が必 要と なり
ま す。荷物 の詰 め替え 、雨 具の 用意、着 替え 、入 浴、布 団の 上げ 下ろ しは 、子 供た ちが 自分 の力
で しな けれ ばな りま せん。そし て、時間 内に でき なけ れば 集団 生活 は成立し ませ ん。西 原の ４年
生 は、 ３日 間で どん どん でき るように なり 、学 園職 員の 須藤 さん からとて も褒 めら れま した 。
１年 生か ら３ 年生 の皆 さん は「 あと○ 年で 山中 。そ れま でに 自分 の事 は自分 でで きる よう にす
る 。」 とい う目標 を立 てて 、親 子で 頑張 って くだ さい 。
最近、子供 たち の生 活を 見て いて気 にな るこ とが あり ます。それ は 、排便 のリ ズム です。私が
子 供の 頃は、男子 便所 で個 室に 入ること には 抵抗 があ りま した が 、今 では、そ れほ ど気 にし ない
で 入っ てい ます 。ただ し、朝 食後 すぐに 家を 出て しま い、登 校し てす ぐにトイ レに 行く 子や 朝食
を とら ずに 登校 して 、給 食後 にト イレに 行く 子が 増え てい るこ とが 心配です 。午前 中の ハイ キン
グ の途 中で お腹 が痛 くな って はかわい そう です。この 夏休 みに お子 さん の排 便の リズ ムを よく 見
て あげ てく ださ い。 子供 たち の健やか な成 長の ため にと ても 大切 なこと と 考え てい ます 。

夏の地域行事に参加しましょう。
７月 ２１ 日（ 木） ～３ ０日 （土）ラ ジオ （本 校校 庭） 代々 木中 学校の先 輩も 参加 しま す。
７月 ２３ 日（ 土） ～２ ４日 （日）西 原商 店街 祭り

西 原小 PTA ブ ースも あり ます 。

