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『開校 110 周年記念大運動会』では、たくさんのご声援をありがとうございました。児童の増加に伴って
保護者の参観が立ち見席になるなど、ご迷惑をおかけしました。保護者の方々のご協力に感謝申し上げます。
その前日、26 日が笄小学校 110 周年創立記念日でした。110 周年のスクールキャラクター募集に応募して
くれた児童全員の作品を、校舎の 2 階に掲示しました。そして、決まった「コウガインコ」もお披露目する
ことができました。「コウガインコ」は、6 年生の谷山

風花さんと稲葉 脩さんの合同作品です。

先日、校長室を整理していましたら、大変に貴重な資料を発見しました。題名は「開校当時の校則」です。
ページをめくっていくと、当時の様子が偲ばれる内容が墨で書かれていました。その一部を紹介します。
《校

則》 一、よく勉め、よく遊べ
一、正直にするがよい

一、きまりをよくせよ

一、いひつけにはよく従へ 脩脩脩

一、親切にするがよい

現在で言うところの学校教育目標です。正直や親切は、今の思いやりに通じているのでしょうか。また、
他には、児童管理規定（生活のきまり）として、
「下駄ヲ穿イテイルモノハ學校草履（赤符付）ニ穿換フルコ
ト」などと記されています。当時、着物を着て学校に通っている様子が想像されます。学習は「修身科」
「国
語読方科」
「国語算術科」
「国語綴方科」が中心教科になっていたようです。成績は「甲（優等）
・乙（普通）・
丙（劣等）
・丁」の 4 段階で、丁については「成績ノ認ムヘキモノナキモノ」となっています。さらに「丙以
上ノ成績ヲ得タルモノヲ進級セシム」となっています。丁があると進級できなかったのでしょうか。厳しい
評価だったのですね。
「校則」は校長室に保存してあります。ご覧になりたい方は、どうぞご連絡ください。
話は変わります。先日、学校へ手紙が届きました。封筒の裏には、
「元麻布のおばさん」と記されていまし
た。中に入っていたのはメッセージカードと 6 年生の名札です。カードには「本光寺の前で拾いました。持
ち主のお子様に返して下さいますと嬉しいです」と記されていました。名札を拾った地域の方が、学校に送
ってくださったのです。また、数日前には 1 年生の女子が泣きながらお母様らしき方と登校して来ました。
お話を伺いますと、その方は隣のクラスの保護者の方で、学校まで連れて来てくださったのです。お礼を申
し上げますと、
「出勤途中の男性が助けてくれていた」ということを教えてくださいました。
私たちの気付かない間に、笄小の児童は、地域・保護者・町会の方から様々な支援や愛情を受けているこ
と、また、そのような方々に支えられて学校が成り立っていることを強く感じました。
「コウガインコ」の次には、「周年記念給食」や「周年記念のお話会」が予定されています。

生活目標◆身の回りを清潔にしよう
安全目標◆雨の日の歩き方、遊び方に気をつ
けよう
※今年は、5 月 22 日から２～６年生は夏帽子
（白の校帽）となっています。

生活指導部
６月に入り、梅雨も間近となりました。この時期は
雨の日が多く、じめじめと暑い日が続きます。雨の日
の過ごし方や濡れたものの始末について、学校でも指
導し、安全に生活できるようにしていきます。
身の周りを清潔に保てるよう、手拭き用のハンカチ
は、毎日洗ったものを持たせてください。また、汗を
拭くための、小さめのタオルの用意もお願いします。

写生会
5 月９日（火）に有栖川宮記念公園で全校写生会が行われました。生き生きと新緑を表現した
作品ができました。完成した作品は、6 月の学校公開時に校内に展示しますので、是非ご覧くだ
さい。各学年の活動写真はホームページ上にも掲載しますのでご覧ください。

考える力を育む
算数尐人数

野嵜 勝

新年度も始まり算数の学習も尐人数指導を行っています。今年度も、習熟度別指導を基本に３年生
～６年生で行います。
今年度も次の３つのことを大切にして、児童の考える力を育てていきたいと思っています。
① 基礎基本の徹底
② 自分の考えをもつためのノート指導
③ 話し合いの場の工夫
算数の学習では、新しい問題を解くときに、今までに学習したことを基に考え、解決していきます。
土台となる既習事項をしっかりと身に付けていることが、考えることのスタートにつながります。そ
こで、事前調査を基に児童の実態を把握し、既習事項が身に付いていない児童については、単元の学
習の中で、前の学年に戻って復習したり、個別に指導したりする時間を設定して、基礎基本の定着を
図っていきます。また、年に数回前学年の基礎的な内容について診断テストも実施して、基礎基本の
定着をみていきます。そして、授業では、児童の関わり合いを重視し授業改善を図ります。児童が、
学習で友達の考えの良さを学んだり、自分の考えの良さに気付いたりする中で考える力を伸ばし、算
数が楽しいと思える児童が増えるように努めてまいります。

保健室で行う健康教育
養護教諭

特別活動部 黒田 麻紀子
５月８日(月)に、青尐年赤十字の登録式を行いま
した。はじめに、国際環境委員会の副委員長が「わ
たくしは 青尐年赤十字の一員として 心身を強健
にし 人のためと郷土社会のため 国家と世界のた
めにつくすことをちかいます」という赤十字の「ち
かい」を述べました。この「ちかい」に笄小の児童
一人一人が署名をした名簿をＪＲＣの五十嵐邦享
先生に渡しました。

武田 豊香

新学期が始まって２か月が過ぎ、児童の健康診断が
ほぼ終了しました。健康診断は、自分の体の様子を知
るとてもよい機会です。健康診断の結果は７月に配布
しますので、ぜひお子様と健康診断の結果から、健康
の大切さについて話し合ってみてください。
治療が必要な場合や、疾病の疑いがある場合には、
治療のお知らせを配布しています。まだ、治療が済ん
でいない場合には、受診をしていただくようお願いい
たします。
保健室は、健康診断や応急処置を行うだけでなく、
心と体の健康について学ぶための場所でもあります。
児童が年間を通して健康について考えていけるよう
に、指導計画に基づき発育測定時に保健指導を行った
り、日々来室する中で健康について話をしたりしてい
ます。

今年度の保健目標は、「自分の身体に関心を持ち、
そして、五十嵐先生からは青尐年赤十字バッジを
健康によい習慣を進んで身に付ける児童の育成」で
いただきました。
す。けがや病気で来室した際には、
「なぜ？」
「どうし
て？」と児童にけがや病気の原因を振り返らせ、その
背景を考えさせます。児童自身が「自分の健康」につ
いて尐しでも考えるきっかけとなるよう声かけをし
ています。今年１年間、児童と一緒に心と体の健康に
ついて考えていきたいと思います。発育測定時の保健
指導は、ほけんだよりに内容を載せますので、ご家庭
でも健康づくりについての話題にしてみてください。
６月になり暑い日が続いています。暑さに慣れてい

自分の身の周りにいる人が困っていたり、傷つい
たりしている時に、手を差し伸べることもボランテ
ィア精神であることを教えていただきました。五十
嵐先生のお話をしっかりと受け止めて、
「気づき 考
え 進んで行動できる」
、優しさであふれる笄小の子
供たちになってほしいと願っています。
現在、国際環境委員会が中心となって「人権の花」
を育てています。この活動もボランティアの一環と
してやっています。ご家庭でも“身近にあるボラン
ティア活動”について話題にしていただけたら嬉し
く思います。

ないこの時期は体調を崩す児童が多くいます。また、
これから迎える梅雨時は汗も乾きにくいため、熱が体
にこもりやすく熱中症にかかりやすいといわれてい
ます。この時期に体調を崩さないためには、「毎日の
規則正しい生活（寝る時間を決める・朝食を欠かさな
い等）」や「汗をかいて暑さに体を慣らすこと（暑熱
順化）」が大切です。ご家庭でも毎朝の健康観察をて
いねいに行っていただき、児童が毎日元気に登校でき
るようご協力をお願いいたします。

学校公開

６月の行事予定

セーフティ教室

日

曜日

1

木

児童集会(歯科医講話),歯科検診(欠席者)
なかよしタイム(5 校時),航空写真撮影予備日

2

金

クラスタイム,セーフティ教室

3

土

土曜授業日,セーフティ教室,教育実習終

4

日

5

月

全校朝会, 委員会活動

セーフティ教室は各学年の実態に応じた内容を設

6

火

開校記念日お話集会（低学年）,クラスタイム（高
学年）,ソフトボール投げ①,クラブ活動

定しております。児童たちと共に安全に過ごす方法を

7

水

8

木

9

金

さわやかタイム,ソフトボール投げ②,午
前授業,３年校外学習
開校記念日お話集会（高学年）,クラスタ
イム（低学年）
Ｂ時程,３年校外学習

10

土

本村小・プール水遊び

11

日

12

月

全校朝会,ワールド活動,サントリー美術館見学（５年）

13

火

朝読書,クラブ活動（６校時）

14

水

のびのびタイム

15

木

朝読書,脊柱側彎症(３D ｽｺﾘｵ)検診（５年）

16

金

17

土

学校公開２日目,道徳授業地区公開講座

18

日

,

19

月

20

火

全校朝会,水泳指導事前検診,
箱根移動教室事前検診（６年）
朝読書,６年箱根移動教室始

1７日(土)
8:30

21

水

朝読書

22

木

クラスタイム,給食試食会

8:35～9:20
9:25～10:10
10:10～10:20
10:20～11:05

23

金

朝読書,６年箱根移動教室終

24

土

25

日

26

月

全校朝会,水泳指導始,

27

火

28

水

29

木

30

金

朝読書,保護者会(1,2,3 年)
児童集会,21-21 デザインサイト見学（4
年),午前授業
Ｂ時程,午前授業
定期健康診断終, 保護者会(4, 5 年)
定期健診・体力調査終

教務部
新年度からあっという間に２か月が経ちました。こ
児童たちは新しい学級で、友達と仲良く元気に学校生
活を送っています。
さて、今月はセーフティ教室と学校公開がありま
す。

考えるためにもぜひご参加ください。また、学校公開
では学習の取り組みや生活の様子など、学校での児童
たちの姿をたくさん見ていただけたらと思います。合
わせて、道徳授業地区公開講座も行います。詳しくは、
後日配布されるプリントをご覧ください。
＜セーフティ教室＞
学年
内容
知らない人にはついて
1.2 年
行かないようにしよう
3年
4年

自転車の安全な乗り方
地域安全マップ作成に
ついて

5年

ＬＩＮＥワークショップ

6年

薬物乱用防止教室

日時・場所
２日(金)
3 校時 体育館
２日(金)
１・2 校時 校庭
(雨天：体育館)
２日(金)
4 校時 体育館
３日(土)
２・３校時
各教室
３日(土)
３校時 図書館

＜学校公開＞
受付開始
朝読書
１校時
２校時
中休み
３校時
４校時
給食
昼休み
清掃
５校時
６校時
公開終了

1６日(金)
8:30
8:30～8:45
8:50～9:35
9:40～10:25
10:25～10:45
10:45～11:30
11:35～12:20
12:20～13:00
13:00～13:15
13:15～13:30
13:35～14:20
14:25～15:10
15:15

11:05

＊1６日(金)の給食の時間と１７日(土)の３校時は授業公開を
いたしません。あらかじめご了承ください。
【１７日(土)の３校時は、講演会を予定しています。
】

行

事

・

予

定

学校公開１日目, クラスタイム,日本語学級
グループ活動,歯磨き指導（３年）

＊7 日(水)は区の研究会があるため、全学年午前授業となります。
＊28 日(水)は校内の研究授業があるため、授業を行う２年以外は午
前授業となります。
＊29 日(木)は高陵アカデミーの研修会があるため、全学年Ｂ時程午
前授業です。

