平成 2９年 3 月 1 日

3 月号
港区立笄小学校
校長 野村 正司

命を見守る
校長

野村

正司

平成 28 年度も最後の月になりました。この 1 年間を振り返ると、国内外で様々な出来事がありました。
リオデジャネイロオリンピック（メダル獲得数史上最高の 41 個）
・パラリンピック（メダル獲得数 24 個）
での日本選手の活躍や、医学・生理学賞で大隅良典名誉教授のノーベル賞受賞という偉業など、日本が元気に
なるうれしいニュースもありました。しかし、世界でのテロ多発事件など、人の命が軽く扱われてしまうとい
う耐え難い事件もありました。
学校教育、学校現場から捉えてみると、いじめを苦にした中学生の自殺という痛ましい事件、また東日本大
震災後の原子力事故に関わる避難児童へのいじめもありました。日本のいじめは、外国の暴力的ないじめと比
べ、言葉や無視（話しかけない）によることが多く、長期間にわたるそうです。学校でも毎月調査を行い、児
童の交友関係、心身の状況などを把握できるように努めています。
私が担任をしていた時には、ひそひそ話が友達関係のトラブルに発展することもありました。
「○○さんが
私のことを悪く言っている」
、
「僕を話の仲間に入れてくれない、無視されている」などの誤解が、トラブルの
原因になることもありました。
子供は一人一人が自分の価値観をもっています。心を許せる人も違います。表現力や積極性にも個人差があ
ります。
「友達には話せるけれど大人には話しにくい」、「親には言いにくいけれどおじいちゃんやおばあちゃ
んになら話せる」
、
「日記になら書くことができる」
、
「○○先生には話せることができる」など、悩みの発信先
は様々です。ですから、子供の話を聞いてあげる人や、子供の様子を観察して、その変化やＳＯＳに気付いて
あげられる人と場は、多いほどよいと思います。学校の中では、担任だけではなく、専科教諭や養護教諭、ス
クールカウンセラーなどの専門職も含め、全職員がこのような意識を持ち、児童理解に努めていきたいと思い
ます。また、学校外においても家族だけではなく、友人の家族や地域の知り合い、習い事の先生やコーチの協
力も得ながら、
「自分は多くの人たちに見守られている、大切にされている」と思えるようなメッセージを送
ってあげることが大切です。
平成 2８年度、保護者・学校評議員・高陵地区青少年委員会・同窓会・町会・地域、その他関係者の方々
には、大変お世話になりました。厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました
生活指導部

生活目標
◆学年のまとめをしよう

学年のしめくくりの月となりました。学校では、気持
ちのよい挨拶、身の回りの整理・整頓、登下校の約束な
ど、今年度の子供たちの生活を振り返り、落ち着いて学
習や生活ができるように指導していきます。それぞれの

安全目標
◆安全な生活について振り返ろう

ご家庭でも、今年度のお子さんの生活を振り返り、新し
い学年への心構えなどの準備を行っていただきたいと
思います。ご協力をお願いいたします。

４年生「二分の一成人式」
４年担任 内薗 松代・黒田

麻紀子

２月１８日(土)に、
「二分の一成人式」を行いました。４年生は、今年度１０歳を迎えました。
「二分の一成人式」とは、成人のちょうど半分の節目としてお祝いする会です。これまで育て
てくださった保護者に感謝するとともに、これからの自分の生き方について考える良い機会に
なりました。
子供たちは、これまでお家の人に撮ってもらった写真を見たり、今までの自分の生い立ちを
保護者にインタビューをしたりしました。その一人一人の成長の記録をもとに、タブレットを
使ってオリジナルのアルバムを作成しました。また、いつもそばにいて成長を共にしている友
達や周りのお世話になっている方々に対する思いを深めていきました。
そして当日、校長先生から一人ずつ証書をいただく際に決意を述べました。さらに、普段は
なかなか伝えられない感謝の気持ちを、お手紙や合唱、合奏、呼びかけにして伝えました。

合奏「キリマンジャロ」

10 年間の成長を振り返る呼びかけ

ボランティア委員会

記念撮影

ボランティア委員会担当
黒田 麻紀子

ボランティア委員会では、「学校をよりよくするためには、どうしたらよい
か。
」ということを子供たちに考えてもらい、毎年行う活動を考えています。今
年度はあいさつ運動、募金活動、落ち葉掃きなどを行い、どの活動も自分たち
で当番を決め活動しました。落ち葉掃きでは寒い朝の掃除は大変でしたが、主
事さん方の大変さや学校のために働いてくださる有り難さ、そして自分たちで
使う場所をきれいにする気持ちの良さを感じることができたようでした。
今年度最後の活動として、笄小学校の特色を生かして世界の言葉でのあ
いさつ運動を行います。ボランティア委員会から進んで元気にあいさつを
することによって、全校児童が大きな声であいさつしてくれることやあい
さつし合うことの気持ち良さを感じてくれることを願っています。
この一年間の活動を通して、「誰かのために働くことは、とても気持ち
の良いもの」だと子供たちが、気付くことができたのならうれしいです。

ＳＮＳルールについて

ワールド活動

副校長 原島 謙一
わが家でもＳＮＳルールを策定しました。小
学校 6 年生の娘の中学校入学に合わせて、スマ
ートフォンを持たせることになりました。それ
に合わせて、ＳＮＳルールを決めました。
東京都教育委員会でも、平成 27 年 11 月にい
じめ等のトラブルや犯罪の被害にあわないよ
うに東京ＳＮＳルールを策定しています。
また、厚生労働省の 2013 年の調査でも中高
生の８％がインターネットゲーム障害(ゲーム

～世界を知ろう～

依存症)の疑いがあると報告されています。2
月 11 日の朝日新聞に掲載された増田彰則(心
療内科医)の話では、鹿児島県内の小中高生 6
千人調査したところ、小学校低学年の男子でも
依存症の基準に達している子が 15%もいるとい
う結果です。これは、衝撃的な出来事です。
また、通勤で電車に乗っていると、通学途中
の中高生に出会うことがあります。そんな時、
気になるのが、隣に友達らしき仲間がいるにも
関わらず、自分の手元にあるスマートフォンを
操作していることです。なぜ、仲間がいるのに
話をせずに、スマートフォンをいじるのでしょ
うか。さらに、食事に行っても、家族がいるの
にスマートフォンをいじっている子供を見か
けます。これでは、大切なコミュニケーション
の場が失われることになります。
これらのことから、わが家でのＳＮＳルール
は、
・午後 9 時 30 分以降は、使わない。
・家の中で使う場所は、リビングルーム。
・食事の時には、触らない。
・親が内容を確認できる。
・人が嫌がる内容を送らない。
・個人情報を書き込まない。
です。これらのルールが嫌ならスマートフォン
は持てないことにしました。
ぜひ、各家庭でも使い方を考えてください。

国際理解協力委員会

新生 優希

笄小学校では、他国の文化、生活、習慣の違
いを知るため、全校で「ワールド活動」を行っ
ています。他国の文化を知ることで子供たちに
日本の文化・伝統の良さに気付く機会にもなっ
てほしいと願っています。
その一環として、日本語学級では、２月１７
日(金)に「６年生との交流・ワードスタンプラ
リー」活動を行いました。日本語学級の児童が
１３ブースに分かれて６年生に自国の文化を
伝えました。発表当日まで、おすすめの観光地
や食べ物について調べ、学習を重ねました。自
分と関係のある国とはいえ、調べていくうちに
新たな発見があったり、改めて自国の文化を知
る良い機会となったようです。日本語を学んで
いる子供たちにとって、難しい言葉や日常では
使わない言葉も出てきます。しかし、何度も練
習する中で身に付き、当日は６年生に向けて、
堂々と発表することができました。
文化交流というと、大きなものと捉えがちに
なる面もありますが、身近なことから交流を始
め、それがやがて国と国という大きな交流につ
ながっていくのではないでしょうか。日本語学
級の子供たちや６年生が今回の活動を通して
「感じたこと」や「思い」を大切に「小さな文
化交流」から世界へ羽ばたいていってほしいと
願っています。
３月１日(水)には、日本語学級の児童が学習
のまとめとして、全校児童を前に国の紹介をし
ました。学習してきた日本語を活用して発表が
できたことは、日本語学級の子供たちにとっ
て、大きな自信になりました。
「ワールド活動」
を通して、それぞれの小さな胸に「文化交流の
灯火」が宿ってくれると嬉しいです。

配布済みの「学校便り３月号」より変更があります

３月の行事予定

平成２９年度の主な行事予定（平成 29 年 3 月 8 日現在）

4/6
(水)
4/12 (水)
4/28 (木)
5 月上旬
5/9 (火)
5/27 (土)
6/2.3 (金土）
6/16 (金)
6/17 (土)

１学期始業式・入学式
保護者会（全）
離任式(2～6 年)
個人面談
写生会(予備日 11 日(木))
運動会(予備日 28 日(日))
セーフティ教室
学校公開
学校公開・道徳授業地区公開講座

日

曜日

1

水

2

木

3

金

4

土

箱根移動教室(6 年,～6/23(金))

5

日

6

月

7

火

全校朝会, なかよし給食,なかよしタイム,
発育測定(４年),
社会科見学(5 年), 発育測定(6 年)

8

水

児童集会,避難訓練(予告なし)

9

木

発育測定(5 年),森美術館見学(３年)

9 月下旬

(火) 保護者会(1,2,3 年)
(金) 保護者会(4,5,6 年)
(木) １学期終業式
(木) 箱根夏季学園(5 年,～7/29 (土))
(金) ２学期始業式
(水) 区水泳記録会(6 年)
(土) こどもまつり
個人面談(希望者)

10/17
10/27
10/28
11/15

(火)
(金)
(火)
(水)

区連合運動会(6 年,予備日 24 日(火))

10
11
12
13

金
土
日
月

全校朝会,図工校外学習(４・５年),委員会活動(最終)

学芸会（１日目）
学芸会（２日目）保護者参観日
110 周年記念集会

14

火

クラブ活動(最終)

15

水

さわやかタイム

16

木

11/18
12/12
12/15
12/22
1/9
2/16

(土)
(火)
(金)
(金)
(火)
(金)

110 周年記念式典
保護者会(1,2,3 年)
保護者会(4,5,6 年)
２学期終業式
３学期始業式
学校公開・租税教室(6 年)

17
18
19
20

金
日
日
月

21

火

2/17
2/27
3/1
3/22
3/23

(土)
(火)
(木)
(木)
(金)

学校公開・二分の一成人式(4 年)
保護者会(2,4,6 年)
保護者会(1,3,5 年)
卒業式
修了式

22

水

春分の日
全校朝会(放送)
卒業式予行練習(5,6 年生,5,6 校時)
給食(終)

23

木

卒業式(10:00～)

24
25
26
27
28
29
30
31

金
土
日
月
火
水
木
金

B 時程,修了式,大掃除

6/20 (火)
6/27
6/30
7/20
7/27
9/1
9/6
9/16

＜土曜授業日＞(※原則、第１・３土曜日です)
☆１学期
4/15 , 5/20 , 5/27(運動会),6/3,6/17(学校公開) ,
7/1 , 7/15
☆２学期
9/2(下校班訓練),9/16 ,10/7(学芸会),
10/21,11/18, 12/2 , 12/16
☆３学期
1/20 , 2/3,2/17(学校公開) , 3/4(6 年生を送る会)
＊正式な日程は、新年度最初の保護者会でお知らせします。

行

事 ・ 予 定

午前授業,ワールド活動,発育測定(１
年),国立新美術館見学（2 年）
保護者会(1,3-2,5 年),発育測定(2 年)

B 時程,5 時間授業(1~5 年)発育測定(3
年),巣立ちの会(6 年)
土曜授業日,６年生を送る会

春季休業日始

＊1 日(水)は区の研究会があるため午前授業です。
＊3 日(金)は巣立ちの会があるため、6 年生以外は
5 校時で下校します。
＊21 日(火)は卒業式の予行練習のため、5,6 年生以
外は午前授業で、給食を食べて下校します。
＊23 日(木)の卒業式は、5,6 年生が参加します。1
～4 年生はお休みです。

