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いよいよ６月です。昔は６月１日が衣替えで、私の在籍していた中学校では、制服の学ランを脱ぎワイシャツ姿
での登校となりました。しかし現在では 5 月からクールビズが始まり春や秋が短くなり、長い夏となっていま
す。毎年この時期になると地球温暖化を感じています。
さて、先日の運動会では子どもたちの素晴らしい姿を数多く見ることができました。今回の運動会練習は、
５月の連休が明けてから始まりましたが、例年に比べ練習日があまり取れませんでした。特に低学年は、表
現の動きを覚えることもそうですが、隊形移動があると自分が次にどこへ行けばよいのか分からなくなって
しまいます。先に覚えた子どもが、「○○さん、こっちだよ。」と声を掛けてくれることがよくあります。運
動会の当日の１・２年生は、そんな練習中の右往左往がうそのように、動きや隊形移動をしっかりとマスタ
ーし、素敵な笑顔を添えて演技してくれました。３年生はエイサーを基本に音楽の変化に合わせて多様な動
きを見せてくれました。４年生の「ＳＴＡＲ ＦＯＵＲＳ」は、回数を重ねるごとにバラバラだった旗を振
る音がまるで音楽のように一つにまとまっていきました。５年生は下半身がきつい、腰を落としての動きを
がんばり、ダイナミックな笄ソーランを披露しました。６年生は当日、練習ではできなかった技を完璧に決
めました。さすが最高学年です。
運動会の度に思うことですが、子どもたちの伸びる力は、よい意味で教師の予想をはるかに超えてくれま
す。今度はどんな場で、どんな力を発揮してくれるのか、今からワクワクしています。

新たな取り組み その１
今年度３年生、４年生でアメリカのレインジ・ヴュー小学校との交流を行います。そのため、６月２０日
（水）から一週間、相手方の小学校教員４名が本校を視察したり授業を行ったりします。その後、どのよう
な交流ができるのかを検討していきます。また、６年生はマカオの教員養成系の大学生との交流を行います。
学校公開の土曜日に、大学生によるマカオ紹介の授業を予定しています。
１年生は、港区の企画課の紹介で日本体育大学及びバルシューレ協会による授業を６月から始めます。協
会の指導者が主たる指導者となり担任がサポートして進めていきます。体全体を使いながら運動に親しむ授
業が展開されます。ご都合がつきましたら、是非ご覧ください。
チーム笄小
笄小学校の施設は年月を経ていますが、その割には痛みが尐ないと感じています。在校生や卒業生が施設
を大切に使ってきた成果だと思います。また、用務主事も日々色々な部分のメンテナンスに走り回っていま
す。特に今年度は、昨年度整備された人工芝の校庭で、運動会を楽しむことができました。昼食時には体育
館や校舎内を開放しました。昨年度の反省に、飲んだ後のコップ等が校庭等に散乱していたという内容があ
り使用後の状態を心配しましたが、どの場所も原状復帰をしていただき、保護者のマナーのよさを実感しま
した。ありがとうございました。
運動会の成功に向けて学校、保護者、地域が連携していく、これが「チーム笄小」だと考えています。

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 21 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、じめじめと蒸し暑い日が続きます。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
主任養護教諭

特別活動部

武田

豊香

新生 優希

５月７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の小山定男先生に渡しました。そし
て、小山定男先生からは青尐年赤十字バッジをいた
だきました。

小山先生がお話しされた赤十字の旗の象徴であ
るレッドクロスの意味やボランティア精神をしっ
かりと受け止め「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。
ご家庭でも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いです。

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。
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もち、
健康によい習慣を進んで身に付ける児童の育成」で
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。今年も１年間を通して、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ており
ます。ほけんだよりは、月ごとに児童へ指導したい内
容も載せておりますので、月に一度の健康教育として
ご家庭でも健康づくりについて話題にしてみてくだ
さい。
さて、６月になり暑い日が続いています。暑さに慣
れてい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
セーフティ教室

６月の行事予定

教務部
新年度からあっという間に２か月が経ちました。児
童は新しい学級で、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。セーフティ教室は各学年の実態に応じた内容を設
定しております。児童と共に安全に過ごす方法を考え
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。詳しく
は、後日配布されるプリントをご覧ください。

日

＜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

自転車の安全な乗り方

4年

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
１５日(金)
3 校時 体育館
１４日(木)
１・2 校時 校庭
(雨天：体育館)
１５日(金)
4 校時 体育館
１５日(金)
２・３・４校時
各教室
１６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
５校時
６校時
公開終了

15 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
13:15～14:00
14:05～14:50
14:55

16 日(土)
8:30

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

1

曜日
金

行 事 ・ 予 定
クラスタイム, ソフトボール投げ
土曜授業日，キャリア教育（5,6 年）
水道キャラバン（4 年）

2

土

3

日

4
5

月
火

6

水

7
8
9

木
金
土

10

日

11

月

全校朝会,

12

火

クラブ活動

13
14

水
木

のびのびタイム
なかよしタイム

15

金

16

土

17

日

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

ソフトボール投げ（予備）全校朝会, 委員会活動

避難訓練，クラブ活動
午前授業 児童集会（歯科講話）
歯科欠席者検診，GO 予防指導
安全指導
クラスタイム，脊柱側彎検診，教育実習終

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

学校公開２日目，セーフティ教室

全校朝会,インターナショナルデータイム
社会科見学（４年）
さわやかタイム
朝読書 水泳指導事前検診

５時間授業 高陵アカデミー授業日

全校朝会,水泳指導始,ワールド活動,委員会活動

午前授業，５年１学級５時間授業
児童集会
保護者会（4,5,6 年），朝読書
定期健康診断終, 定期健診・体力調査終
本村小・プール水遊び

＊1５日(金)の給食の時間は授業公開をいたしません。あらか
じめご了承ください。

＊6 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。
＊26 日(火)は校内の研究授業があるため、授業を行う５年１学級以
外は午前授業となります。
＊22 日(金)は高陵アカデミーの研修会があるため、全学年５時間授
業です。

