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「ＳＮＳルール」を考える
校長

山村

登洋

箱根移動教室１０月に入り、秋の気配も深まりを見せています。６年生は明日、３日より３
泊４日で箱根移動教室に行ってきます。数年前に発生した大涌谷での噴火のため、ここ２年間
は５年生の夏季学園同様に他区の施設を使わせていただきました。箱根ニコニコ学園での生活
は３年ぶりとなります。移動教室では、箱根の歴史や自然を学び、社会的ルールをきちんと守
り、学級、学年の友好をさらに深めていきたいと思います。小学校最後の宿泊行事を素晴らし
いものとしていきたいです。
ＳＮＳの光と陰いまや、生活の一部となっているスマートフォンや携帯電話。その中でも人
と人をネットワークでつなぐ「ＳＮＳ」は、日本どころか世界中の人々と情報を交わすことを
可能としました。しかしながら、世界を身近にしてくれたＳＮＳも、一つ使い方を間違えると、
無料メールアプリによるネットいじめやそれを苦にした自殺、出会い系サイトによるトラブル
や犯罪等に児童・生徒を巻き込み、大きな社会問題となっています。また、
被害の低年齢化も顕著で一昔前は高校生が中心でしたが、現在は中学生、そ
して小学校高学年でも増加傾向にあります。他にもメールやアプリゲーム依
存になって、日常の学習に悪影響が出てきていると報告されています。
「うちの子に限ってあり得ない」と思う気持ちは親なら当然かもしれません
が、それがなかなか難しい世の中に成りつつあります。
東京ＳＮＳルール東京都教育委員会は、２年前に都内全公立学校の児童・生徒が、いじめ等
のトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに、学習への悪影響を防ぐため、を利用
する際のルールを策定していく方針を打ち出しました。それが「東京ＳＮＳルール」です。都
教育委員会では次のような５つのルールを策定しています。
１ 一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。
２ 自宅でスマホを使わない日をつくろう。
３ 必ずフィルタリングを付けて利用しよう。
４ 自分や他者の個人情報を載せないようにしよう。
５ 送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。
本村ＳＮＳルールそして、この東京ＳＮＳルールを受けて昨年度は「本村ＳＮＳルール」を
策定しました。今年の学校だより４月号でもご紹介させていただきました。
１
２

メールや電話にたよらずに、会ってきちんと話しましょう。
(メールや電話は相手の顔が見えないので、特に気持ちを考えましょう。)
ＳＮＳ・インターネットは約束を守り、無理に使わないようにしましょう。
(困ったことが起きたら、すぐに家族や先生などの大人に相談しましょう。)

そこまでしなくては駄目なのか、そこまで家庭に入り込まなければいけないのかという声も
聞かれますが、被害に遭ってから、また自分のお子さんが加害者になってしまってからでは遅
いのです。今月の学校公開では、セーフティ教室を開き、子供たちも「スマホ、携帯安全教室」
というテーマで学びます。ぜひ、「ＳＮＳルール」に関心をもっていたたき、今一度、御家庭
でも携帯電話、スマートファンの利用のあり方について話題にしていただきたいと思います。

授業の窓

１年生

１年 学年主任

初めていろいろ1年生
入門期である１年生は、初めて経験することがたくさんあり、何事にもとても意欲的で楽しそうに取
り組んでいます。また、１年生の学習は上位学年の基礎になる部分が多くあり、この発達段階での気付
きや、身に付けた感覚、興味関心が、今後の成長に大きく影響します。そこで、体験活動や具体的操作
活動を重視し、実感を伴う学習を心がけています。算数ではブロックを多用することで数の感覚を身に
付けたり、国語では動作化を取り入れて状況や心情の理解を深めたりしています。音楽の鍵盤ハーモニ
カでの演奏や、展覧会に向けての作品作り（図工）などにも、目を輝かせて取り組んでいます。
生活科では、季節にかかわる学習をしています。季節の遊びや行事を通して、四季の素晴らしさだけ
でなく、社会的・科学的事象への気付きや、人とのかかわりを学んでいきます。先日は「なつとなかよ
し」という単元で、校庭で水遊びをしました。各自持ち寄った材料を用いて、水鉄砲や帆掛け船、シャ
ボン玉の道具を作りました。ハンガーにモールを巻いて、自分が入れるほど大きなシャボン玉を作る子
や、鉄砲の穴の大きさや勢いを考えて友達と水を掛け合う子、うちわで風を起こしながら船の競争をす
る子がいました。何気ない遊びの中ですが、そこには科学的な事象が絡んでおり、３、４年生で学習す
る内容の基礎となっています。また、「水をかけても大丈夫？」と友達に聞いてから、水鉄砲で遊びを
楽しむ姿や、急遽参加してくれた若竹学級の友達に、気持ちよく水鉄砲を貸してあげる姿が見られ、微
笑ましく感じました。これからは「あきとなかよし」になるために、どんぐりや松ぼっくりなどを集め
おもちゃ作って、幼稚園児と交流していこうと考えています。
１年生の、キラキラ輝く瞳に支えられ、担任・講師一同取り組んでいます。これからの輝く姿にご期
待いただき、応援もどうぞよろしくお願いいたします。

若竹合同移動教室

若竹学級

みんなでワクワク 箱根移動教室
９月２０日（水）から２１日（金）までの２泊３日、４年生以上の児童が港区特別支援学級４校の合同移動教室
に参加しました。昨年までは日光への移動教室だったので箱根への移動教室は初めての経験でした。１日目は夜に
予定していたキャンプファイヤーが強風で延期になり、お楽しみ会を行いました。各校の出し物があり、若竹学級
はダンスを踊りました。他校の友達が手拍子をして盛り上げてくれました。２日目は天気も良く青空の中ハイキン
グを行いました。緩やかな坂や階段の道をたくさん歩きました。初めて乗る児童が多かった海賊船では、大きな船
に興奮していました。夜には楽しみにしていたキャンプファイヤーを行うことが
でき、歌やダンスをして交流をしました。３日目には箱根関所旅物語館でお土産
を買い、生命の星・地球博物館の見学をしました。
今年初めて参加する４年生は、初めての移動教室だったので、どんなことをす
るのかイメージがもてず不安な様子もありました。帰ってきてからの振り返りで
、「楽しかった。」「もっと友達をつくりたい。」と感想を話していました。何
より「また来年も行きたい。」と話していたことがとても嬉しく思います。２回目、３回目の移動教室となる５・
６年生は、自分でこんなことを頑張りたいと目標をもち参加しました。自分から他校の友達に話しかける姿や進ん
でレクリエーションに取り組み、盛り上げようと頑張りました。またこの３日間、挨拶と５分行動を心がけました
。自ら進んで挨拶をする、５分前には整列して待つ態勢をとることができました。この経験を今後の学校生活の中
でいかし、次の移動教室ではさらにステップアップした目標に取り組んでいってほしいと思います。

セーフティ教室について

生活指導主任

落ち着いて生活しよう

生活指導委員会

空は深く澄み渡りさわやかな季節となりました。
本年度のセーフティ教室は、学校公開中の１０
校庭では、毎日元気に鬼ごっこやボール投げをす
月２１日(土)に行います。セーフティ教室とは、子
る子供たちの姿が見られます。授業への切り替え
供たちの非行を防止し、犯罪被害から守るための を素早くし、授業の前には準備を済ませて学習に
取り組みとして学校・家庭･地域社会・関連諸機関 取り組んでいけるよう指導していきます。
等が連携し、都内の学校において毎年実施してい
先月「本村小スタンダード」を配布しました。
これは、本村小学校の生活の約束をまとめたもの
ます。
本年度、保護者の皆様には中休みに、ｅ―ネッ です。「元気よく挨拶をする」「チャイムの合図
トキャラバンの講師の先生から「ネット・ケータ を守る」といった当たり前ものから「忘れ物があ
っても家に取りに帰らない」「校内ではダウンジ
イのトラブルを未然に防ぐための啓発講座」を行 ャケットやジャンパーやオーバーやコートを着な
います。ネット依存、ネットいじめ、誘い出し・ い」といった細かなものまで記載してあります。
成りすまし、個人情報、ネット詐欺、チェーンメ ぜひご家庭でお子さんと確認してください。
今月の生活目標は「落ち着いて生活しよう」で
ール、著作権・肖像権といった項目について子供
す。「学習道具の整理整頓」「廊下や階段を静か
に迫る危険の実体を正しく知り、トラブルを未然
に歩く」といったことを守りながら落ち着いた生
に防ぐお話しいただきます。
活を目指していきます。また、「進んで本を読も
保護者の方々や地域の皆様とともに子供の安全
う」という目標もあります。充実した落ち着きの
について一緒に考えていきたいと思っております。ある生活を送れるよう読書についても勧めていき
まだ携帯電話をお子さんに持たせていないご家 たいと思います。子どもたちが、毎日の生活を大
庭の方も貴重なお話を聞けると思いますので、ぜ 切にして一人一人が充実した学校生活を送れるよ
う取り組んでいきたいと思います。
ひご参加くださいますようお願いいたします。

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

10月の生活目標は、
「落ち着いて生活しよう」です。
＜今月の生活努力目標＞
・学習用具の整理整とんをしよう。
・進んで本を読もう。
・廊下、階段を静かに歩こう。
・姿勢を正しくし人の話を落ち着いて聞こう。

平成２８年４月から、発達について気になる児童を
対象に、本校において通級指導を行う特別支援教室を
※１０月より校帽が冬用の紺に変わります。
開室しています。本校では、「なでしこルーム」とよ
ご注意ください。
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
体 育 館 工 事 に つ い て
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、
夏休みから始まった体育館工事ですが、実際に
苦手な部分を補うために、個別的に支援を行う学習支
工事を始めてみると、設計と違う点などがあり、
援員についても今まで通り配置を希望することがで
時間がかかっています。そのため、工事全体の終
きます。
了が延期となり、１１月２日(木)頃終了の予定で
平成３０年４月から、特別支援教室の通級を新たに
す。児童、保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけ
希望される保護者の方や学習支援員の配置を新規に
いたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしく
希望される保護者の方は、１１月１７日（金）までに、 お願いいたします。なお、１４日の幼稚園運動会
担任、特別支援コーディネーター、または副校長に連
(雨天)、２１，２３日の学校公開は、特別に配慮
絡してください。
をしていただき工事を一時中断し、体育館の一部
使用する許可をいただきました。

学校公開について

の行事予定

日 曜日
学 校 行 事 ・予 定 等
１ 日 都民の日
教務主幹教諭
２ 月 全校朝会 安全指導
１０月２０日（金）、２１日（土）、２３日（月）
移動教室事前健診(6年)
３ 火 朝読書 移動教室始(6年)
は、今年度２回目の学校公開となります。新しい学
４ 水 Ｂ時程 移動教室(6年)
年になって半年が過ぎ、子供たちは自分のめあてを
５ 木 校外学習(3年) 移動教室(6年)
振り返り、学習を進めていく時期です。成長した子
水道キャラバン(4年) 給食試食会 ☆
供たちの様子を、登校、授業、休み時間や掃除の時
６ 金 朝読書 特別支援学級合同運動会(若竹)
間等でご覧いただくことができます。
移動教室終(6年)
今回は、開校１１５周年記念集会を体育館にて、
７ 土 区民まつり
２１日（土）の４校時に開く予定です。特別ゲスト
８ 日 区民まつり
もお招きしています。また、公開中は各学級の授業
９ 月 体育の日
の他に、セーフティ教室を行います。今年度の講師 １０ 火 児童集会 クラブ
は日本損害保険協会や森ビル、ＮＴＴドコモ、マル １１ 水 Ｂ時程 4時間授業(区研修会のため)
チメディア振興センターの方々をお呼びしていま １２ 木 遠足（3･4年） 高陵中学生職場体験
す。２３日（月）の１校時には、ユニセフ集会も行 １３ 金 朝読書 高陵中学生職場体験
遠足（1･2年）
☆
います。大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
１４ 土
各学級の授業予定につきましては、後日学校公開
１５ 日
についてのお知らせを配布致しますので、そちらを １６ 月 全校朝会
ご覧下さい。
5時間授業(地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙのため)
【日程】
１７ 火 朝読書 区連合運動会(6年)
１８ 水 Ｂ時程
１０／２０（金） ８時３０分～１５時２０分
１９ 木 体育朝会 遠足予備日(1･2年)
１校時～６校時 授業公開
２０ 金 学校公開 全校読み聞かせ
２１ 土 土曜授業日 Ｂ時程 ４時間授業
１０／２１（土） ８時３０分～１２時００分
学校公開 就学前学校説明会
１校時～３校時 ＜セーフティ教室＞・授業公開
開校115周年記念集会 セーフティ教室
※休み時間は、ぜひ意見交換会にご参加ください。 ２２ 日
４校時
開校１１５周年記念集会
２３ 月 学校公開 全校朝会 ユニセフ集会
２４ 火 朝読書 区連合運動会予備日(6年)
ユニセフ募金
１０／２３（月） ８時３０分～１５時２０分
２５
水
Ｂ時程 ユニセフ募金
１校時
ユニセフ集会
避難訓練(二次避難)
２校時～６校時 授業公開
4時間授業(校内研究会のため５年1組は
5時間授業)
☆セーフティ教室について
２６ 木 音楽集会 なかよし班活動
＜第１部＞
ユニセフ募金 味覚の授業(3年)
○１校時
８時３０分～９時１５分
ミニ音楽鑑賞会（2年）
２７ 金 朝読書 ユニセフ募金
１年（体育館）
、４年（４年２組教室）
、
幼稚園交流給食(3年)
５年（ランチルーム）
4時間授業(校内研究会のため3年1組は5
○２校時
９時２０分～１０時０５分
時間授業)
２年・若竹学級（体育館）
、
２８ 土
３年（３年１組教室）
２９ 日
６年（ランチルーム）
３０ 月 全校朝会 5時間授業 個人面談①
＜第２部＞意見交換会。ぜひ是非ご参加ください！
３１ 火 5時間授業 個人面談②
〇休み時間
１０時０５分～１０時２５分
☆は放課後遊びです。
※天候等の関係で、予定を変更することがあります
（ランチルーム）
のでご了承ください。
児童の下校終了予定時刻１２時１０分

