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先日、人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」のプロジェクトディレクタを務めた新井
紀子さんの話を伺う機会がありました。
「東ロボくん」は、ビッグデーターを基に多くの専門家が努力し
たことにより、いわゆるＭＡＲＣＨ・関関同立への合格圏内には何とかたどり着けたとのことでした。
でも、そこでプロジェクトは終えたそうです。新井さんはその研究から、読解力の重要性や「リアルな
生活体験」が必要だということを訴えていました。特に、
「リアルな生活体験」の例として「豆腐の持ち
帰り」の話をされました。お鍋を持って豆腐店におつかいに行ったとき、どうしたら豆腐の形を崩さず
に自宅まで持ち帰れるのか、その方法は各自が経験の中から得た「解」であり、ロボットでは対応でき
ないと。
学校でもこれからは、単に知識を学ぶだけではなく、解決の手順を学んだ後に自分なりの解決方法を
見出し試行錯誤しながら解決に向けて粘り強く取り組む、そんな学習が今まで以上に必要になってきま
す。また、その過程では、友達と討議したり資料を調べたり専門家の話を聞きに行ったりするなど、多
様な関わりを通して学ぶことも重要となります。
そのために学校で必要となることが、授業の改善です。漢字ドリルや計算ドリルを機械的にこなす、
板書をただ何となくノートに写すという授業からの転換です。また、教師主導型による一斉指導で知識
を得て終わるのではなく、その知識をどう活用していくのかを重視した授業です。本年度、本校では国
語の研究を進めていきます。その中で、読解力も高められればと、考えています。また、多様な関わり
を進めるためには、学校外からの専門家を授業に招くことも有効な方法です。笄小学校の地域には、そ
うした専門家や関係機関が数えきれないほどあります。特に本年度は、東京都が進めている「オリンピ
ック・パラリンピック教育」を活用しながら、大使館との連携や外国の子供たちとの交流も進めていき
ます。また、インターナショナルデーの充実を図り、色々な国の人たちとの交流も図っていきます。価
値ある体験活動を通して、生活体験を豊かにしていきます。
素敵な挨拶
笄小学校に着任してまず驚いたのは、子供たちが挨拶をしっかりとすることです。警備員の小林さんが
明るく元気に「おはよう。
」と声をかけると素敵な笑顔と挨拶が帰ってきます。私も毎朝、小林さんと一
緒に校門で挨拶をしています。落ち着いたよい学校には、必ず素敵な挨拶ができる子供たちがいます。ま
た、保護者の朝のお見送りも、見ている私の心がほっこりとします。挨拶のできる学校、これは簡単そう
に見えてなかなか実現できません。笄小学校は、そんな素敵な挨拶があふれる素晴らしい学校です。

生活目標

生活指導部
緑の美しい季節になりました。子供たちは毎日、

◆友達と力を合わせて生活しよう
安全目標
◆学習用具は安全に使おう
＊５月２１日（月）から白帽子になります。

友達と楽しく学校生活を送っています。当番活動・
係活動などでは、友達と協力して取り組もうとする
姿が見られます。運動会練習も始まります。ぜひ、
力を合わせるよさを子供たちに感じて欲しいです。
学校には、授業で使用するたくさんの用具があり

各御家庭で準備をお願いします。１年生は年間を通 ます。子供たちと用具のきまりを確認し、安全に学
習を進められるように努めていきます。
して黄帽子です。

一年生を迎える会

特別活動部

松本

４月１３日金曜日、１年生を迎える会が
開かれました。今年度、新たに７２名の１
年生が笄小学校に仲間入りしました。
胸には４年生からもらった折り紙のペン
ダントを下げ、６年生のお兄さん・お姉さ
んと手をつなぎ、５年生が用意した花のア
ーチをくぐって入場した１年生。入場のと
きには、尐し緊張した様子も見られました
が、２～６年生のあたたかい眼差しや拍手
に、だんだんと緊張もほぐれていったよう
です。
1 年生は元気いっぱいの呼びかけとかわいい
歌声で感謝の気持ちを在校生に伝えることが
できました。朝の短い時間でしたが、こころ和
むすてきな時を学校の全員が共有できた一時
でした。
～１年生の皆さん､笄小学校へようこそ☆～

特別支援教室の通級及び学習支援員の配置の申込みについて
特別支援コーディネーター

武田

豊香

今年度、特別支援コーディネーターを担当する養護教諭の武田豊香です。よろしくお願いいたします。
平成２８年度より、本校において通級指導を行う特別支援教室を開室しました。本校では、
「にこにこル
ーム」とよんでいます。特別支援教室とは、生活面や学習面での困難を克服・改善するための指導を行う
ために、設けられた教室です。
また、通常の学級の教室内での一斉指導において、苦手な部分を補うために、個別的に支援を行うため
に学習支援員を配置しているところです。
現在、これらの支援を受けておらず、今後、特別支援教室の通級あるいは、学習支援員の配置を希望さ
れる保護者の方は５月１１日（金）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に御相談く
ださい。
※なお、継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護者の方につきましても、継
続希望される旨を、担任までご連絡ください。

国際科 間宮 多恵
図画工作科 江原 貴美子

国際科は、昨年度に引き続きトレイシー先生とアイビ

今年度の全校写生会は、新緑の中、有栖川宮記念公 ー先生に指導していただきます。教材も新しくなり、楽
園で５月８日（火）午前中に実施されます。
各学年が場所を決めて、低学年はクレヨンで、中学

しく英語の力を付けられる授業を工夫していきます。

インタビュー内容

年はクレヨンと絵の具で、高学年は絵の具で写生をし ①出身国 ②日本での滞在年数 ③昨年の授業の様子 ④今
ます。春の自然の息吹を感じ取って、のびのびと表現 年度への意気込み ⑤保護者の皆さんへ
してほしいと願っています。
描いた絵は、校内に全作品を展示しますので、学校

Tracy Sherman 先生

公開の時などにどうぞご覧ください。
事前に保護者の皆様に向けての全校通知や、児童に
しおりを配り、持ち物などを詳しくお伝えします。
天候によって、衣服の調節や、防虫対策についても
お伝えしますので、準備等の御協力よろしくお願いい

①アメリカ（ﾆｭｰﾖｰｸ） ② １５年 ③ 初めての郊

たします。

外での１年間は、新しいことばかりで新鮮で楽しか
ったです。素晴らしい時間でした。④今年は新しい
テキストがあり、またチャレンジングな１年となり
そうです。テキストが子供たちにとって学びを深
健康づくり部 石塚 修平

め、楽しめるものであってほしいと思っています。

５月２６日（土）に運動会が実施されます。新学年 ⑤ 子供たちの楽しみながら、英語が上達していけ
が始まって間もないですが、運動会に向けての準備・ るようご理解とご協力をお願いします。
練習が始まりました。各学年、短距離走・団体演技・
団体競技に取り組みます。また、選抜された児童によ

Ivy Arao 先生

る紅白リレーや応援合戦も行われます。
５，６年生は自分が競技に出場するだけではなく、
運動会の運営にも携わる係活動を行います。子供達一
人一人が輝ける一日になれるよう、教職員一同力を合
わせて準備をしています。当日の子供たちの活躍を、 ①フィリピン
楽しんでご覧ください。

② ２年７か月

③ 昨年はとても

すばらしく楽しい１年でした。先生方のサポートも
あり、子供たちみんなと英語を楽しました。④今年

※５月１４日（月）より運動会特 度は、教材やカリキュラムが移行するチャレンジン
別時間割となり、練習が本格的 グな１年です。子供たちと共に学びチャレンジして
になります。お子様の体調管理 いきたいです。⑤英語に興味がもてるように、ご家
をよろしくお願いします。

庭でも英語は楽しく、将来のために有用であること
をお伝え、サポートください。全力で頑張ります！
国際科は、担任とＮＴとのティームティーチング
で指導を行います。

《学校納付金について》

５月の行事予定
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全校朝会,教育実習生始
運動会係児童打ち合わせ②
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火
水
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火
水
木

運動会全体練習①
運動会全体練習②
運動会前日準備,クラスタイム
＜開校記念日＞土曜授業日,,運動会
運動会予備日（１）
振替休業日
運動会予備日（２）
全校朝会,体力調査開始

笄小学校の「学校納付金」には「給食費」と「Ｐ
ＴＡ会費」があります。
原則としてゆうちょ銀行口座からの引落しによ
り、８月を除く５月から２月までの９回に分割し
て納入していただいています。
《金額等について》
詳細は４月１３日付「平成３０年度学校納付金
の納入について」をご覧ください。
今月は５月７日に下記の金額を引落します。
PTA 会費

学年

給食費

１年

7,684 円

0円

7,684 円

２年

8,340 円

0円

8,340 円

３，４年

9,120 円

0円

9,120 円

５，６年
9,900 円
0円
9,900 円
※１年生は４月の給食回数が尐ないため今回のみ
２年生とは金額が異なります
※ＰＴＡ会費は５月の総会で改定される予定があ
るため６月から引落します。
《納入について》
学校給食は成長期に必要な栄養素の確保や食材
の安全性、児童の嗜好などを考慮し、旪の素材を
使用した季節感のある献立を作成しています。
食材の購入は大部分が保護者の皆さんに納入し
ていただく給食費で賄われています。給食の提供
が円滑にできますよう、期日どおりの引落しにご
協力をお願いします。
ゆうちょ銀行での手続きがまだのご家庭は早急

行 事 ・ 予 定
全校朝会, クラブ活動,
視力（欠席者）聴力（欠席者）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
全校朝会,ＪＲＣ登録式,委員会活動
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談,全校写生会
さわやかタイム,耳鼻科(1,2,3 年)
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談、全校写生
会予備日,腎臓検診 2 次(該当者)
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談、
腎臓検診 2 次(該当者)
土曜授業日, 避難訓練（引き渡し訓練）
全校朝会,運動会特別時程始
運動会係児童打ち合わせ①,
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談
入場行進練習
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談,
腎臓検診 2 次(予備)
クラスタイム

にお済ませください。また、口座を作ることがで
きない等の個別のご事情がありましたらご相談く
ださい。
《返金について》
以下の場合のみ給食費を返金します。
・年度途中の転校
・長期間の欠席（土日を含む連続 7 日以上で
１週間前までに届け出があったものに限る）
該当する場合はお早めにお知らせください。

＊16 日(水)は区の研修会があるため、全学年午前
授業です。
＊8 日(火),10 日(木),11 日(金),15 日(火),17 日(木)
は個人面談のため、全学年 B 時程 5 時間授業で
す。
＊26 日(土)が運動会のため、5 月 28 日(月)は振替
休業日です。

