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6 月 20 日から 23 日にかけて、6 年生が箱根移動教室へ出かけてきました。2 年ぶりのニコニコ学園の復活です。
梅雨の最中でしたが、部分的に冠雪している富士の姿をバスの車窓から眺めることができました。
初日はカレー作りやキャンプファイヤーをしました。1 泊 2 日の予定で参加された港区の青木教育長さんも、楽
しくフォークダンスに参加してくださいました。その後は杉並木や石畳の散策、ポーラ美術館や小田原城の見学な
どたくさんの貴重な経験をしてきました。6 年生は何事にも一生懸命、真剣に取り組んでいました。
3 日目の夜には音楽で学習した『箱根八里』を全員合唱し、箱根出身の寮長さんに聞いていただきました。事前
のケガにより松葉杖で参加した友だちや途中で具合の悪くなった友だちもいましたが、生活班や行動班の仲間が非
常によく面倒を見てくれました。6 年生の優しさを、様々な場面で感じることができました。
4 日間の宿泊行事はかなり長い集団生活であり、そこでは長所ばかりでなく短所も出してしまうことがあったと
思います。皆で補い合いながら助け合って生活することができました。学年や学級にはいろいろな人がいるけれど、
知恵を出し合い協力すれば、楽しみは何十倍にも大きくなる。箱根で貴重な集団生活を体験することができました。
最近、1 年生の動きが活発です。特に休み時間の校庭では、黄色い帽子があちらこちらに目立っています。
先日、校庭を眺めていたら、花壇にいた黄色い帽子の男子（○）が、私（●）に話しかけてきました。
〇「校長先生、これぶどう？」

●「どうでしょう？（多分そうだとは思いますけれど・・・）」

〇「気になったからね、きのう、ひとつだけとってにおいをかいでみたの、そうしたらぶどうのにおいがしたよ」
●「すごい、正解！（それはそれは素敵なにおいがしたことでしょう、興味をもって体全体で学んでいますね）」
アクティブな学びで 1 年生から棚のぶどうを教えてもらい、思わず顔が緩んでしまいました。
周年関係では、6 月 6 日に低学年向けの周年お話会を、元 PTA 会長の綱川さん、麻布未来写真館の近藤さんにし
ていただきました。学校や街の様子を今と昔の写真で比べながら、クイズ形式で楽しく学ぶことができました。
6 月 8 日には高学年向きのお話会として、現校舎新築時に教育委員会にいらした元東京未来大学副学長の山村先生
に、当時の様子を語っていただきました。近代的であった校舎を見学するためにたくさんの方が来校したこと、昔
から充実した教育実践をしていたことなどです。「理科の生物、特に蝶について造詣の深い松田先生という方が天
皇陛下に請われ、皇居まで教えに行かれた」と言うエピソードを紹介されたところ、参加していた保護者の中に、
松田先生に担任してもらっていた方がいたことがわかり、びっくりさせられました。人と人とは繋がっています。
開校 110 周年記念の活動を通して新しくわかることもあり、嬉しい気持ちになりました。

生活目標
◆時間を大切にしよう
安全目標
◆水の事故に気をつけよう

生活指導部
“時は金なり”という諺があります。学校は時間で動い
ているため、様々な時間を守るきまりがありますが、
「守
らなければならない」という考えから「時間を守り、大
切に使えば、プラスアルファの事ができる」と考えると
時間を守る事が児童自身のメリットになります。その利
点を児童に教えながら指導していきます。
水泳学習が始まっています。ご家庭でも、生活リズム
(特に睡眠)や食事面でのご配慮をよろしくお願いいたし
ます。

５月２７日（土）に運動会が行われました。前日の雨も上がり、
良い天気の中、行うことができました。今年は笄小１１０周年を記念する大運動会で、種目の節々でお祝いの
かけ声や１１０にちなんだ演技が行われました。赤組も白組も一生懸命練習に取り組んできました。当日まで
の取り組みの姿勢をこれからの学校生活の糧として、さらに頑張ってほしいものです。
今年も多くの保護者の皆様にご参観いただきました。ご協力・ご理解ありがとうございました。

「Go！Go！エイサー」
「恋ダンス！」
（１年生）

「ドラゴンの目ざめ」
（２年生）

初めての運動会、一生懸命踊る一年生

迫力のあるドラゴンが笄小の校庭

太鼓の音が合わさり素敵なエイ

はとてもかわいらしく、輝いていま

を舞いました。力いっぱい踊る２

サーでした。隊形移動もしっか

した。

年生でした。

りできました。

「笄いろは節１１０周年」
（4 年生）

（３年生）

「笄ソーラン」
（５年生）
南中ソーラン節を力強く踊りました。響

うちわを上手に使い、ポップないろ き渡る「ソーランソーラン！」の声と人
は節をリズムよく踊りました。

「新組体操 Do my

文字での１１０が印象的でした。

best！」
（６年生）

６年生が一致団結し、さまざまな技を披露しました。一人技から集団
での大技もきまり、大きな拍手が上がりました。凛々しい表情から、最
高学年としての自覚と自信を感じられる演技でした！

6 年生

箱根移動教室
６年担任 内薗・松本

６年生は６月２０日（火）～２３日（金）の三泊四日で箱根移動教室へ行きました。５月から大きな行
事が続く６年生でしたが、事前学習にも熱心に取り組み当日を迎えることができました。昨年度までは、
火山活動の影響などで使えなかった、箱根にある港区の施設「箱根ニコニコ学園」が今年度から使えるよ
うになりました。梅雨の季節ということもあり、天候が心配でしたが、雨に降られたのは２日目のみで、
予定していた行程をすべて実施することができました。
この三泊四日を通して、お互いに協力し合って生活することの大切さについて、様々な経験から学ぶこ
とができたのではないかと思います。
これからの学校生活でも、移動教室を通して学んだことを生かして、
充実した学校生活を送ってほしいと思います。
１日目：６月２０日（火）

２日目：６月２１日（水）

初日は芦ノ湖キャンプ村にてアウトドアクッ

２日目は天気が悪かったため、３日目に予定

キング（カレー作り）を行いました。班で役割

していた行程を実施しました。箱根園水族館で

を分担して、協力して美味しいカレーを作るこ

は、淡水や海水で生きる魚について学び、バイ

とができました。天候のこともあり、夜には予

カルアザラシショーを楽しみました。ジオミュ

定を変更してキャンプファイヤーを行いまし

ージアムでは、火山の噴火の仕組みなどについ

た。曲に合わせて終始大盛り上がりでした。

ても学びました。

３日目：６月２２日（木）

４日目：６月２３日（金）

３日目は寄木会館、箱根旧街道散策、箱根恩

最終日はポーラ美術館と小田原城を見学しま

賜公園、関所跡見学、海賊船、駒ヶ岳ロープウ

した。箱根の美術や小田原城の歴史などについ

ェーと、様々な体験をしました。箱根の歴史や、

て学びました。箱根の文化について、この４日

寄木について学びました。

間で様々な視点から学ぶことができました。

サマーチャレンジについて

７月の行事予定

今年度は、校庭改修工事に伴い活動場所が限られて
しまうため、学年ごとに教室で算数を中心とした学習

日

曜日

を行うこととなりました。

1
2
3

土
日
月

土曜授業日,中学校体験（6 年・高陵中学校）

4

火

安全指導,高陵子どもサミット

5

水

午前授業,さわやかタイム

健康づくり部

6

木

都学力調査(5 年),図工特別授業（4 年）

６月２６日（月）より水泳の学習が始まりました。

7
8
9

金
土
日

校外学習（３年）（午前中）,クラスタイム

10

月

全校朝会

11

火

クラブ活動（６校時）（4,5,6 年）

12

水

のびのびタイム,午前授業

13

木

避難訓練（不審者対応）

14

金

クラスタイム,着衣泳（５年）,社会科見学
（６年）

15

土

土曜授業日,日本語学級グループ活動(２
校時) ,着衣泳（３年）

でも自分のめあてが達成できるよう頑張ってほしい

16
17

日
月

海の日

と考えています。検定合格という形に現れなくても、

18

火

全校朝会

スタートしたときよりもできるようになったことが

19

水

給食終

20

木

B 時程,終業式,大掃除

21

金

22
23
24
25
26

土
日
月
火
水

夏季水泳②,サマーチャレンジ（1,4 年）
夏季水泳③
夏季水泳④,サマーチャレンジ（5 年）

参観の際は、保護者用のネームプレートを着用し、受

27

木

夏季水泳(検定)⑤

付を通って、ご来校ください。ただし、実施日の天候

28

金

29

土

箱根夏季学園１日目(5 年)

なお、参観の際には、細く堅いヒール靴は校庭を傷

30

日

箱根夏季学園２日目(5 年)

つけてしまいますのでご遠慮ください。また、カメラ

31

月

詳しくは７月１日に「サマーチャレンジ」について
のプリントをお配りしますので、ご覧ください。

水泳学習・参観について

今年度は、校庭改修に伴い 7 月いっぱいで水泳指導が
終了します。通常より実施する回数が尐なくなります
ので、子供たちには準備を忘れないよう声をかけてい
ます。毎年のことですが、水泳用具の忘れ物やプール
カードのサインがないと、見学となってしまいます。
また、体調管理もとても重要です。睡眠時間を十分確
保して体調を整え、安全に水泳学習に取り組むことが
できるようご家庭でもご指導よろしくお願いします。
子供たちには、それぞれ自分のめあてを立て、尐し

１つでも増え、今後の自信につなげていってほしいで
す。
＜参観について＞
本校では校庭から水泳学習を参観できるようにな
っております。各学年の水泳実施日にプール脇の校庭
よりご覧いただくことができます。参観希望の方は、
当日の朝までに連絡帳にて担任にお申し出ください。

や気温等により、水泳学習を行わない場合もありま
す。あらかじめご了承ください。

やビデオカメラ、携帯電話等での一切の撮影を禁止い
たします。個人情報に関わることですので、くれぐれ
もご注意ください。よろしくお願いいたします。

行

事 ・ 予 定

全校朝会,委員会活動（６校時）
（5,6 年）

夏季休業日始,夏季水泳①,サマーチャレ
ンジ（2.3,6 年）

夏季水泳(検定)⑥
箱根夏季学園前日検診(5 年)

夏季水泳, (検定)予備日⑦
箱根夏季学園３日目(5 年)

＊6 日(水)は区の研究会があるため午前授業となります。
＊12 日(水)は、研究授業のため午前授業（６年生を除く）
です。

