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台風と秋の長雨で、秋もすっかりと深まってきました。
2 学期のビッグイベント、学芸会も無事に終えることができました。各学年それぞれの個性を生かし
熱演でした。ご参観の皆様、そしてご協力いただいた保護者の方々に厚くお礼申し上げます。
さて、開校 110 周年記念式典がいよいよ近づいてまいりました。11 月 18 日は、参加者全員が笑顔
の中、実施できることを願っています。
笄小学校の 110 年間は、明治 40 年の開校から始まり、長年の間、保護者・地域・町会・港区を始
めとして、学校に関わる全ての方々の思いや願い、支援や援助を受けて築かれてきました。
●外国籍児童の多いことから学ぶ、多様性・国際理解と協働の精神
●地域や家庭で身に付ける、徳性や品性・思いやりの醸成
●文化や芸術と身近に接し、尊重する姿勢
●素直で、何事にも一生懸命に努力する態度
●下級生への面倒見がよく、全校のお手本となる上級生
等など、それらの伝統や校風が現在の在校生、437 人の児童の心や行動に引き継がれるよう、また、
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」の具現化をめざし、教職員も日々
努力を続けています。
記念式典には多数の方々にご出席いただき、在校生代表である高学年の児童の姿をご覧ください。児
童の姿を通して、笄小学校の伝統や校風を感じ取っていただければ幸いです。
（開校記念にかかわる様々な行事の案内は、既にプリントでご案内した通りです）
24 日（火）、6 年生が港区の連合運動会に参加しました。何日も続いた雨の後の貴重な秋晴れの中、
力一杯取り組んできました。また、集団のマナーやルールを守って礼儀正しく参加し、友達への声援も
しっかりと行えていました。8 月から校庭が使用できず、他校に比べ、練習などで大きなハンディがあ
ったことと思われますが、そのハンディを感じさせない程、頑張ってくれました。保護者の方が取り付
けてくださった横断幕「がんばれ笄」
、
「みんなアスリート笄小学校」の通りの活躍ができたと思います。
25 日（水）、地域福祉フォーラム主催の地域貢献表彰で、笄小が学校表彰を受けました。表彰内容は、
一人暮らしの高齢者の方へお手紙をさしあげる「かんがり活動」を 3 年間続けた成果です。笄小学校で
は、毎年 4 年生が作成してくれています。
いよいよ人工芝の校庭が使用できます。10 月 31 日から校庭での遊びが通常通りにスタートします。
児童には工事開始の 7 月から今まで、我慢を強いらせてしまいました。その分、今後は最新式の人工芝
で、思い切り体を動かして、よい汗をかいてもらいたいと考えています。
もちろん、体育や遊びだけではなく、皆で座ってのお喋り、寝転がってのリラックススペースとして
もオーケー、校庭で日光浴や風を感じるのもよいですね。健康のため、ストレス発散のため、友達づく
りのために、人工芝校庭をたくさん活用してほしいです。

生活目標
◆ものを大切にしよう

生活指導部
朝や夕方は大分涼しく感じられる季節になりま
した。日中に遊んで暑くなり、校庭や屋上に、上着
を忘れてしまう児童が見られます。学習用具や身の
周りのものの落とし物も多く、学校では、持ち物に

安全目標
◆安全に実験や観察をしよう

名前を記入することを指導しています。
ご家庭でのご協力をお願い致します。また、もの
を大切にできるよう合わせて指導していきます。

～笄小学校での取り組みについて～
健康づくり部 石塚 修平
のびのびタイムとは、朝の時間を利用し、全校児童で体を動かす取り組みです。児童の体力
向上と健康保持を狙いとしており、今年度は全９回を予定しています。のびのびタイムの後に
はいつも満足した児童の表情が見られます。１１月～１２月は短縄月間、１月～２月はマラソ
ン月間とし、休み時間の一部を使ってそれぞれの運動に取り組む予定です。
～のびのびタイム予定～
4/２５

ラジオ体操

6/１４

大縄

7/１２

なかよし大縄

9/１３

昆虫太極拳

１１/２２

短縄

１２/１３

短縄

○短縄タイム
短縄の学習カードを使用し、いろいろな跳び方に挑戦していき
ます。友達と見合い、アドバイスをすることによって協力して技
能を高め、運動量を確保させることを狙っています。また、運動
委員の児童も検定員として下級生を見ます。積極的に外に出て体
力を向上する児童を育てていきます。
○マラソンタイム
寒い時期になると、校舎内で過ごす児童も多くなります。進んで

１/１７

マラソン

外に出て、ランニングをし、体を温めることが健康維持にもつなが

２/１４

マラソン

ります。低中高学年にコースを分け行います。新しい人工芝の校庭

３/

大縄

６

で元気にマラソンタイムに取り組ませていきます。

子供たちの安全な登下校のために
生活指導部 廣田裕一
学校の周辺は交通量が多く、安全な登下校のために気を付けることがたくさんあります。生
活指導部では、春と秋の２回、ＰＴＡパトロール委員、麻布警察署、港区学務課、麻布支所と
連携し通学路の危険個所を確認し、改善点の要望をしています。昨年度は麻布税務署横の横断
歩道標識が設置されました。今月５日に行われた通学路点検では、麻布警察署の方から、登下
校中、
「信号を守るだけでなく、周りの状況を確認してから横断歩道を渡る」ことを、子供たち
に伝えてほしいという話がありました。信号が青になっても、交差点に進入している車両があ
るかもしれません。
（特に西麻布交差点・北条坂上交差点内では信号が青になっても、右左折し
ている車両が残っている場合が多くみられます。）お子さんの安全な登下校について、ご家庭で
もう一度話し合ってみてください。
子供たちの安全な登下校はシルバー誘導員、ＰＴＡパトロール委員、麻布警察署スクールサ
ポーターをはじめ、地域の方々の見守りによって支えられています。保護者の皆様のご協力を
今後もお願いいたします。
麻布税務署

西麻布交差点。

横の横断歩

港区でも交通量

道。３月に整

の多い交差点で

備されまし

す。

た

連合運動会
頑張りました！！
６年担任

４年担任

１０月２４日（火）
、６年生は連合運動会に参加し

国語では、「だれもが関わり

てきました。一度の延期を経て、
「夢の島競技場」と

合えるように」という単元の中

いう施設に港区全校の６年生が集まり、競技に汗を流

で調べ学習をし、一人一人がス

しました。１００ｍの直線コースを思い切り走ること

ピーチを行いました。目の不自

ができる広い競技場で、自分が出場する競技に力いっ

由な方の生活や点字のこと、盲

ぱい取り組むことができました。

導犬のことなど、それぞれが課
題をもって取り組みました。ス
ピーチは図や絵などを用いて
視覚的にも分かりやすく説明
する児童、原稿をしっかりと暗
記してすらすらと話す児童、そ
れぞれに練習の成果が見られ

今年は、校庭の改修工事があるため、練習に使える

る内容でした。

場所が限られてしまいました。そのため、いつもより
も早めに、９月から授業の中で練習に取り組みまし

理科では、１学期に実験の

た。天候の影響などもあり、思うように練習ができな

約束や理科室の使い方を学びま

い時もありましたが、一人一人が目標をもって本番に

した。２学期からは、様々な実

臨むことができました。また、全校朝会では１年生か

験器具を使っての学習が始まり

ら５年生からのエールを受け、運動会本番では全員が

ました。「もののあたたまりかた」の単元では、ガス

全力を出しきることができました。自分の記録を更新

コンロの使い方を学び、火を扱った実験をしました。

できた児童もそうでなかった児童もいましたが、目標

理科の学習では、課題の予想をしてから実験計画を立

に向かって真剣に頑張る姿はとても輝いていました。 てます。体験から結果を知ることができるため、目を
輝かせて実験に取り組んでいます。今後も安全に気を

連合運動会記録

付けて学習していきたいと思います。

男子ソフトボール投げ
第２位 髙橋 利空 (56m)
第４位 松本 修造 (54m)

社会では、都道府県を楽しみながら覚えています。
４７都道府県名とともに、位置や県庁所在地も学習し

男子５０M ハードル走
(8.6 秒)

第４位 稲葉 脩

ています。地域の特産物や歴史上の人物など、自分が
興味をもったことについても調べている児童もいま

女子走り高跳び
第５位 久保田

真夏

(120cm)

男子４００M リレー
第３位 (57.19 秒)
稲葉 脩

田村 優喜

松本 修造

森 健丞

す。

１１月の行事予定

１１０周年記念式典
日
1

曜日
水

午前授業

2

木

安全指導,社会科見学（３年）

3

金

文化の日

4

土

ついに校庭人工芝がオープンします。１０月３１日

5

日

８：３０から全校児童が校庭にそろってオープニング

6

月

セレモニーを行う予定です。この日はジャイアンツの

7

火

杉内投手が来てくださり、始球式風のイベントで楽し

8

水

さわやかタイム,午前授業

むことになっています。保護者の皆様も新しく生まれ

9

木

クラスタイム

変わった校庭をぜひご覧ください。

10

金

Ｂ時程,午前授業,

11

土

12

日

る記念式典に向けての呼びかけや合奏・合奏を記念集

13
14
15

月
火
水

全校朝会
短縄タイム(2,4,6 年)
１１０周年記念集会（１校時）

会でも行います。

16

木

短縄タイム(1,3,5 年),

また、この日の午後１３：３０頃全校児童がそれぞ

17

金

クラスタイム

れの願いを込めた風船を校庭から飛ばします。児童た

18

土

土曜授業日, １１０周年記念式典

ちのメッセージがどこまで届くのか。どなたまで届く

19

日

のか、そして笄小学校までお返事はいただけるのか。

20

月

全校朝会

など、わくわくするセレモニーも予定しています。

21

火

短縄タイム(2,4,6 年),クラブ活動(4,5,6 年 6 校時)

この時間帯にもしお時間があれば、笄小学校の方の

22

水

のびのびタイム

空を見上げていただけると児童たちの飛ばした風船

23

木

勤労感謝の日

24

金

道徳講演会(4,5,6 年,午前中)

１８日の記念式典には、地域の方々、旧教職員、Ｐ

25
26

ＴＡの方々、教育委員会の方々などたくさんのお客様

27

土
日
月

全校朝会,

がいらっしゃいます。みんなで笄小学校の開校１１０

28

火

児童集会

周年を祝い、益々の発展を願う記念の年にしたいと教

29

水

Ｂ時程,午前授業（５年を除く）,就学時健診

30

木

１１０周年委員長 内薗 松代
笄小学校は、今年度学校開校１１０周年を迎えま
した。そこで、１１０周年を記念して本校に縁のある
方々をお招きして記念お話会を開いたり、記念給食を
食べたりするなどすでに様々な行事が行われており
ます。

さらに１１月１５日（水）には、記念集会が行われ
ます。１年生～４年生までは、学年ごとに笄小学校の
１１０周年を祝うような内容の記念の出し物をしま
す。５．６年生は、１８日（土）の記念式典に披露す

が大空高く舞っていくのがご覧いただけるかも知れ
ません。これは、雨天順延で行う予定です。

職員一同思っております。
その他、笄小学校オリジナルタオルやトートバック
の記念品や航空写真入りの下敷きや記念誌を児童や
お客様方に配布する予定です。１１０周年の記念誌
は、笄小学校の歴史や各学級の写真、児童一人一人の
言葉などが載っています。保護者の皆様も児童と一緒
に笄小学校のことについて考える時間を共有してい
ただけましたら幸いです。

行

事 ・ 予 定

全校朝会,避難訓練,委員会活動(5,6 年 6 校時)

日本語グループ活動（3,4 校時）
短縄タイム(1,3,5 年),

＊８日(水)は区の研究会があるため、全学年午前授業です。
＊10 日(金)は高陵アカデミー合同研修会があるため、全学
年午前授業になります。
＊１８日（土）は、１１０周年記念式典のため 1～4 年生は、
9 時に下校します。5,6 年生は、式典に参加するため 11
時頃下校します
＊29 日(水)は就学時検診のため、５年生を除き午前授業で
す。

