平成 2９年５月１日

５月号
港区立笄小学校

飛躍の一年に

校長
校長

野村正司
野村 正司

気候も落ち着いて、何をするにも適したよい季節になってきました。進級した児童も各々新しい環境に馴
染み始めています。また、入学した 1 年生の元気な姿も校内の様々な場所で見かけるようになりました。休
み時間の校庭は、黄色い帽子が目立ってきました。平成 29 年度は、笄小が大きく変わる１年になります。
１、 学校開校１１０周年に関わる行事に取り組み、愛校心を育みます
「人と人 笑顔とつながり 笄小」をキャッチフレーズに、１０年に１度の学校の誕生日を祝い、
学校の過去や現在、未来について学習を進めます。
具体的には・笄小キャラクターの設定、開校記念お話会、開校記念スペシャルランチ、開校記念式典、
開校記念コンサート、等を予定しています。児童が笄小や笄小に関わってきた方々の努力について知り、
感謝の気持ちをもつと同時に、ますます愛着を感じてくれるように取り組みます。
また学校だけではなく、地域・町会・同窓会などにもご協力をいただきます。祝う会の会長に山中さ
ん（元ＰＴＡ会長）
、実行委員長には三浦さん（前ＰＴＡ会長）が務めてくださり、多くの方が実行委員
として関わってくださいます。
２、 研究発表会を行い、教員の指導力を高めます
学校での活動の大部分は授業で、その授業を効果的に行うためには、一人一人の子どもの居場所や役
割分担・支えあう学級の雰囲気、また、子ども相互・教師と子どもの信頼関係、集団で協力する態度の
育成などが大切です。このような力を身に付けさせることを総じて「学級経営」と呼んでいます。その
「学級経営」について今年度１年間、教員が研修会を行い、来年の１月 26 日には成果を発表する研究発
表会を実施します。全学級で授業を行い、他校の先生が参観にみえます。当日の授業は保護者の方にも
ご参観いただく予定です。
３、校庭が人工芝に生まれ変わります
校庭の硬質ゴムの老朽化に伴い、2 年前から区教委へ改修をお願いしていました。今年度、工事に取り
掛かってもらえます。工事期間は夏休みを含めて約 4 か月間で、プール部分を除いたトラック内外が人
工芝になります（旧幼稚園の園庭も含まれます）。併行して、プールのシャワーも温水（30 度程度）が使
用できるようになります。工事期間中は長期に渡ってご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
４、 個に応じた学習をより推進します
専科に国際科が増えます。昨年度まで日本語学級の担当をしていた間宮主任教諭が、英語教育推進リ
ーダー（都教委認定）の経験を活かし、国際科の授業に専科教員として指導に関わります。国際科の授
業は担任、国際科専科、Ｎ・Ｔの 3 人で行うことが多くなります。
特別支援学級「にこにこルーム」の教員が、今年度より 2 名から 3 名になりました（担当教員として
金子教諭が着任しました）
。担当教員は、笄小の他に青南小、青山小を巡回し、児童の指導に当たります。
笄小は今年度も、学校教育目標である「気づき 考え 進んでおこなう 笄の子ども」の育成を目指
し、教職員一同、精一杯努力して参ります。

生活目標
◆友達と力を合わせて生活しよう
安全目標

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。

◆学習用具は安全に使おう

学校には、授業で使用するたくさんの用具がありま

＊５月２２日（月）から白帽子になります。

す。子供たちと用具のきまりを確認し、安全に学習を進

各御家庭で準備をお願いします。１年生は年間を通して黄帽子です。

められるように努めていきます。

一年生を迎える会

特別活動部

井上

４月１４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８９名の１年生が笄
小学校に仲間入りしました。
前日に４年生からもらった折り紙のペンダ
ントを胸に下げ、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。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。
昨年度より、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学習支
援員についても今まで通り配置を希望することができます。
特別支援教室の通級を希望される保護者の方は５月２６日（金）まで、学習支援員の配置を新規に希望さ
れる保護者の方は５月１９日（金）までに、担任、または特別支援コーディネーターに連絡してください。
※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、特別支
援教室の通級は５月２６日（金）まで、学習支援員の配置は５月１９日（金）までに、担任、または特別
支援コーディネーター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

笄小学校の国際科は、今年度新しい NT の先生となりま

今年度の全校写生会は、新緑の中、有栖川宮記念公 した。２人とも、熱心に授業の準備をしています。
園で５月９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

楽しく英語の力を付けていけるように頑張ります。

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自分の国のよいところ
ます。春の自然の息吹を感じ取って、のびのびと表現 ④日本のよいところ ⑤保護者の皆さんへ
してほしいと願っています。

Tracy Sherman 先生

描いた絵は、校内に全作品を展示しますので、学校
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 １４年

③ ﾆｭｰﾖｰｸには、

世界中のレストランや店があります。２４時間地下

たします。

鉄が動いています。何より、古くからのよい友達が
います。④ 人々がとても優しく相手を気遣ってく
れます。とても安全で、そして妻と息子がいます。
⑤ 笄小学校で教えられることに喜びと誇りを感じ
健康づくり部 石塚 修平

ています。すべての子が楽しく英語の力を向上でき

５月２７日（土）に運動会が実施されます。新学年 るよう頑張り、素敵な１年にしていきます。
が始まって間もないですが、運動会に向けての準備・
練習が始まりました。各学年、短距離走・団体演技・

Ivy Arao 先生

団体競技に取り組むこととなります。また、選抜され
た児童によ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 ①フィリピン

② １年７か月

③ フィリピンの

わせて進めていきます。当日の子供達の活躍を、楽し 森や海などの美しい場所。珍しくておいしい食べ

物。人々はいつも笑顔です。④日本は四季が美しい

んでご覧ください。

です。春と秋が好きです。食べ物も健康的でおいし
※５月より練習が本格的になり いです。そして、みなさん礼儀正しいです。⑤教え
ます。お子様の体調管理をよろ ることはとても難しいです。計画や準備に時間をか
しくお願いします。

け、努力しています。子供たちの笑顔が励みです。
子供たちの将来のために、英語に興味をもってもら
えるように頑張ります。よろしくお願いします。
今年度は、国際科専科も入り、授業内容の充実、
担任のサポートを行っていきます。

５月の行事予定

学納金について
学納金担当
日

曜日

学校給食は、成長期に必要な栄養素の確保、食材の

1

月

安全性、児童の主嗜好などを考慮し、旬の素材を使用

2

火

した季節感のある献立を作成しています。

今月は、５月８日(月)に下記の金額、４月、５月の２

3
4
5
6
7

水
木
金
土
日

か月分が引き落としされます。

8

月

また、本校では学校納付金の納入に、郵便局の自動

9

火

払込システムを利用していただくことになっていま

10

水

11

木

平成２９年度の給食費は、ＰＴＡ会費といっしょに
学納金として、ゆうちょ銀行より振り替えをします。

す。ご協力よろしくお願い申し上げます。
低学年(１年)

８４５５円

１食２３６円

低学年(２年)

９２４０円

１食２３６円

12

金

中学年

１００２０円

１食２５８円

高学年

１０８００円

１食２８０円

13
14

土
日

15

月

16

火

17

水

18
19
20
21
22

木
金
土
日
月

23

火

給食費により食材を購入しています。給食費の未納が

24
25

水
木

生じますと、必要な食材が購入できなくなります。学

26

金

納金は、期日までにお支払いください。

27
28
29
30
31

土
日
月
火
水

（１年生については、４月は給食の回数が尐ないた
め、金額が異なります。６月振り替え分からは、２年
生と同額の低学年の金額です。
）
引き落とし日は、毎月５日です。通帳の残高をご確
認ください。５日に引き落としができない場合、通知
が行きますので、２０日の第２回引き落とし日までに
ご準備いただけるようにお願いします。
学校給食は、保護者の方々に納めていただいている

港区では、安全な給食の提供を目指して、米や野
菜・くだものについては、減農薬、減化学肥料や有機
肥料で栽培された食材の使用に努めています。約２割

行 事 ・ 予 定
全校朝会,Ｂ時程,5 時間授業,個人面談
地域めぐり（３年）
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談
地域めぐり（３年）
（予備日）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

全校朝会,JRC 登録式
聴力(1 年,欠席者),委員会活動
Ｂ時程,5 時間授業,個人面談,全校写生会
児童集会,午前授業,耳鼻科検診(1,2,3 年)
日本語グループ活動
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,
歯科検診(4,5,6 年) ,運動会特別時程始
全校朝会,運動会係児童打ち合わせ①,教
育実習生始
安全指導,クラブ活動
さわやかタイム,午前授業,保護者会(6
年,移動教室について)
クラスタイム,歯科検診(1,2,3 年)
入場行進練習
土曜授業日,避難訓練
全校朝会,午前授業(4 年生を除く)
運動会全体練習①
運動会係児童打ち合わせ②
運動会全体練習②（のびのびタイム）
クラスタイム
開校記念日,運動会特別時程終,運動会前
日準備
土曜授業日,運動会
運動会予備日
振替休業日
全校朝会,体力調査開始
安全指導,航空写真撮影,ＰＴＡ総会

ほど、食材の提供が行われています。また、放射能検
査も行っています。
●返金について●
以下の場合のみ、給食費の返金を行っています。
・学級閉鎖（ただし、学級閉鎖開始の翌々日から）
・事前に届け出があり連続７日以上休む場合
月の途中で転校する場合にも、日割りで給食費を返
金しています。早めに担任にお知らせください。

＊10 日(水),17 日(水)は区の研修会があるため、全
学年午前授業です。
＊1 日(月),2 日(火),９日(火),11 日(木),12 日(金)は個
人面談のため、全学年 B 時程 5 時間授業です。
＊22 日(月)は、指導室訪問のため４年生を除いて、
午前授業です。
＊27 日(土)が運動会のため、5 月 29 日(月)は振替
休業日です。

