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心のバリアフリー

副校長

大峰

勝浩

「寺井 健さん」「坂井 丞さん」「三上 紗也可さん」「荒井 祭里さ
ん 」「吉田 愛さん」「吉岡 美帆さん」「仲 喜嗣さん」「岡崎 愛子さ
ん」「鈴木 朋樹さん」。この方々をご存じでしょうか。（「ピン」
ときた方は、中々のものです。）
では、この方々では。「楢崎 智亜さん」「野口 啓代さん」「瀬立 モ
ニカさん」「上地 結衣さん」、最後に「瀬戸 大也さん」「国枝 慎吾
さん」。おわかりになりましたか。上記の方々は、東京２０２０オ
リンピック・パラリンピック内定選手の方々(一部)です。（※）
２０１３年９月、国際オリンピック委員会（IOC）総会がブエノス
アイレスで開かれ、IOC 委員の投票で同月７日（日本時間８日）、
東京が開催国に選ばれました。そして、今年８月には「1 Year to
Go！」（開催まで１年）をキャッチフレーズに、各地で記念イベン
トが行われました。来年の今頃は、世界中が熱狂し、熱い視線が日
本に注がれるビッグイベントが行われています。
東京都では、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向け
「東京都オリンピック・パラリンピック教育」を実施しています。
本校でも『「ボランティアマインド」「障害者理解」「スポーツ志向」
「日本人としての自覚と誇り」「豊かな国際感覚」の５つの資質を育
むとともに、 共生・共助社会の実現を目指す』教育を推進しています。
開催が決定した際、「２０１２年（開催決定１年前）のロンドン
オリンピックから何を学ぶべきか。」とテレビで特集が組まれまし
た。実は、ロンドンパラリンピックは、当時最高の観客動員、そし
て、パラリンピック選手（英国）のメダル獲得数世界２位という大
会だったそうです。
この背景には、「町や公共交通のバリアフリー化」「市民の障害者
への理解」が大会の成功を支えたと言われています。また、「障害
者がスポーツを楽しむことのできる環境」があったことも見逃せな
いそうです。日本ではあまり見られない、障害者と健常者が一緒に
楽しむスポーツ施設が、多数あるそうです。また、このような環境
は、大学などでも当たり前になっているそうです。そして何よりも
ロンドン市民が、障害者やお年寄りなどの困っている人に対して
「Can I help you？」と声をかけ必ず誰かが手助けしてくれる。そ
れが「当たり前」であり「習慣」になっていると言うことです。
さて、あと１年を切った東京２０２０オリンピック・パラリンピ
ックの開催国である日本（東京）はどうでしょう。「町や公共交通
のバリアフリー化」は、名だたる大都市の中でも進んでいる国の一
つだそうです。しかし、困っている人に対して「何かお困りですか」
と声をかけるということが、「当たり前」であり「習慣」になって
いるでしょうか。「町や公共交通のバリアフリー化」だけでなく、
大会誘致のプレゼンで「お・も・て・な・し」と世界に発信した日
本。障害者やお年寄りなど困っている人に対しての「心のバリアフ
リー」が、本校児童のみならず、国民すべてにの心に明るく灯り、
大会が大成功することを願っています。
９月の
十条台の窓
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９月の行事予定
開放
日
月 B5 時程 登校指導
5,6 年水泳 1,2 年身体測定
火 S,C
水 B5 時程 避難訓練（４種訓練）
木 1,2 年水泳 3,4 年身体測定
B6 時程 3,4 年水泳
金 5,6 年身体測定
S.C
土
日
○
学校公開週間始
月 委員会活動 5 年脊柱側湾検診
火 安全指導 5,6 年水泳
S.C
水 A4 時程(午前授業)→5 年のみ 5 時間
4 年科学教室（2 校時）
木 4 年安全の集い（5,6 校時） S.C
1,2 年水泳
A5 時程
3,4 年水泳
金 6 年租税教室（5 校時）
保護者会 航空写真撮影
土
日
○
月 敬老の日
航空写真予備日
S.C
火 理研わかめ教室 5 年 3,4 校時
※この日に航空写真を撮影する場合は、わ
かめ教室は行いません。

A4 時程(午前授業)→3 年のみ 5 時間
水 （避難訓練予備日）
19 木 全校写生会
20 金 B5 時程 1,2 年水泳
S.C
21 土
22 日
○
23 月 秋分の日
S.C
24 火 5,6 年生アクア
しいの木まつり集会リハーサル
25 水 B5 時程 しいの木まつり集会
26 木 B6 時程 （全校写生会予備日）
27 金 図書ボランティア読み聞かせ
28 土 土曜日授業 しいの木まつり
29 日
○
30 月 クラブ活動
○→校庭開放実施 10:00～
Ｓ．Ｃ→スクールカウンセラー
（※）▽寺井 健さん・坂井 丞さん「オリンピックシンク
ロ板飛込」▽三上 紗也可さん「オリンピック 3 ㍍板飛込」
▽荒井 祭里さん「オリンピック高飛込」▽吉田 愛さん・
吉岡 美帆さん「オリンピックセーリング」▽楢崎 智亜
さん・野口 啓代さん「オリンピックスポーツクライミ
ング」▽瀬戸 大也さん「オリンピック水泳」▽仲 喜嗣さ
ん・岡崎 愛子さん「パラリンピックアーチェリー」▽鈴
木 朋樹さん「パラリンピック陸上」▽瀬立 モニカさ
ん「パラリンピックカヌー」▽国枝 慎吾さん・上地 結
衣さん「パラリンピックテニス」
18

○９月４日（水）は緊急地震速報による避難訓練を行います。１～４年生は煙体験、起震車体験、消火器
訓練、５・６年生は心肺蘇生訓練を行います。保護者の皆様、地域の皆様もぜひ、ご参加ください。
○９月９日（月）から１３日（金）は学校公開週間です。

※ 夏季休業に入ってしまったため、７・8 月に実施した行事等の内容をお伝えいたします。
REPORT

4 年水道キャラバン

７/４（木）

東京都の「水道キャラバン」が７月４日に来校しました。水源林に
降る雨が水道水に変わるまでの過程を、映像やクイズをまじえて分か
りやすく４年生に教えていただきました。
説明を受けるだけではなく、浄水処理を模して、汚れを沈めたり、
ろ過したりする実験を行い、映像で得た知識について理解を深めまし
た。また、膨大な長さの水道管の水漏れを夜間に音で検査するなど、
水道に関わる人々の苦労も学びました。
４年担任 田中 良明

７/６

スクールコンサート

(土)

７月６日（土）学校公開日にスクールコンサートを行いました。全国各地
で活動行い、読売新聞や日本ＴＶでも取り上げられ、大活躍している室内楽
団「アンサンブル・ディベルタズ」による「音楽のおくりもの」の演奏を鑑
賞しました。小学校の教科書に掲載されている本格的なクラシックから、運
動会メドレー、ディズニーメドレー、ジブリ音楽など、幅広いジャンルの音
楽を聴くことができました。また、十条台小学校の校歌も室内楽バージョン
で演奏して頂き、心を一つにして歌いました。
音楽主任 千葉 桃子
８/６（火）～８/８（木）

６年日光高原学園

６年生は、８月６日から２泊３日で日光高原学園に行きまし
た。１日目は世界遺産である日光東照宮などを参観し、日光の
歴史を学びました。２日目は１日ハイキングで戦場ヶ原などを
大自然を感じながら全員で歩くことができました。小学校生活
最後の宿泊行事、友達と素敵な思い出をたくさん作り、充実し
た３日間を過ごすことができました。
６年担任 田辺 莉奈

〈学校公開週間〉
9 日(月)

5・６年生

委員会活動 6 校時

10 日(火)

１～２校時

5・６年生

11 日(水)

朝

12 日(木)

４年生 科学移動教室 安全のつどい(56 校時)
１～２校時 １・２年生 水泳(パノラマプール)

13 日(金)

１～２校時 ３・４年生 水泳(パノラマプール)
5 校時
6年
租税移動教室
6 校時 保護者会（5 時間授業）
創立 55 周年記念航空写真撮影
保護者会(14:45～児童は 5 校時(14:45)終了後下校)

児童集会

水泳(パノラマプール)

4 時間授業（5 年生は、5 時間授業）

