本村小学校 学校便り

先月の取り組み
合同遠足

消防署見学
４年生担任
５月１日（火）麻布消防署へ見学に行きました。

若竹学級
５月１８日（金）港区特別支援学級４学級で、

見学最中に出動命令があり、あっという間に出

江東区立若洲公園に行きました。事前にお手紙

動する姿を見ることができました。日頃の訓練、

をもらっていた友達とお弁当を食べて、仲良く

点検など、消防士の様々な努力のおかげで安全に

遊ぶことができました。

過ごすことができていることが分かりました。

グリーンピースのさやむき体験

アレルギー研修会

1 年生担任

主幹養護教諭

生活科の学習で、グリンピースのさやむき体験

教職員を対象に年３回食物アレルギー研修を

を行いました。今が旬のグリンピースについてク

行っています。子供がアナフィラキシーショッ

イズを出してもらい、答えながら学習することが

クを起こしてしまった設定で、それぞれが役を

できました。また、むく時には中身が転がってい

もち的確に動けるよう訓練しました。これから

かないように気を付けながらむくことができまし

も事故の無いようにしていきたいと思います。

た 。 自 分た ち がむ い た
グリンピースがその日の
給食にグリンピースご飯
として出たので、子供た
ちは喜んでいました。

自転車安全教室

J アラート避難訓練
３年担任

講師の方々をお招きして、自転車交通安全教室

避難訓練担当
５月８日にＪアラートシステムが作動した想

を行いました。自分の身を守り、安全に自転車に

定で避難訓練を行いました。ミサイルが発射さ

乗るための方法を教えていただきました。また、

れ、飛来する可能性があるという設定での訓練

自転車シミュレーションでは、どのような場所に

です。窓側から離れて、机の下で身を守りまし

危険が潜んでいるかを考えることができました。

た。落ち着いて行動することができていました。
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委員会・クラブ紹介
保健委員会

クラブ活動の発足
保健委員会担当

保健委員会では、常時活動として石鹸配布や保
健室当番の日にカードの整理等をしています。

クラブ活動担当
今回、囲碁・将棋、陸上、室内スポーツ、写
真・パソコンクラブが新しく発足されました。

第１回の委員会では「本村小学校のみんなが

第一回目のクラブ活動では、クラブ長、副ク

健康で楽しく生活できるようにするためには、ど

ラブ長、書記の役割を決めて、そのあと一年間

うしたらよいか」という内容で話し合いました。

の予定を全体で話し合いました。話し合いの中

清潔検査を実施することにより、一人一人が清潔

では、異学年交流をするためにどんな活動をす

に気を付けて生活するのではないかという意見が

ると楽しく活動できるかを考えながら６年生が

出てきました。その意見を生かして、４月から各

中心となって話し合っていました。今後、学校

クラスに行き月１回の清潔検査（給食前の手洗い･

便りにて、各クラブの活動について紹介してい

ハンカチやちり紙持参の有無･爪が伸びていない

きます。お楽しみに！

か等）を実施しています。

今月の取り組み
道徳地区公開講座

体力調査
担当

体育的行事委員会

今年度は講師として埼玉学園大学の藤枝静暁

６月４日(月)から体力調査週間が始まりま

先生をお呼びして講演会を行います。本校で力

す。体力調査とは、東京都による体力・運動能

を入れている「ソーシャルスキル」
（親子関係や

力、生活・運動習慣等の調査の一環として行わ

集団行動を上手に営むためのスキル）について

れます。この調査では、①握力、②上体起こし、

の講演を行っていただきます。本校の教育目標

③長座体前屈、④反復横跳び、⑤２０ｍシャト

「人の気持ちを考える子」の育成にも役立つお

ルラン、⑥５０ｍ走、⑦立ち幅跳び、⑧ソフト

話がたくさんの講演内容となっています。大勢

ボール投げの計８種目に取り組みます。昨年度

の方のご参加をお待ちして

の本校児童は、反復横跳びや５０ｍ走の結果に

おります。

優れる一方、低学年は握力、高学年は持久力が

【日程】

やや低い傾向にあります。自分の体力・運動能

６／９（土）
＜道徳授業地区公開講座＞
去年の様子
〇３校時 １０時１５分～
・道徳授業公開（各学級教室）
〇４校時 １１時０５分～
（学級の公開は行いません。）
・道徳授業地区公開講座講演会
（ランチルームにて）

力向上の目標として、この体力調査を活用して
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いけるよう、各学年で指導していきます。
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６月の予定

６月の生活指導
『時間を守って生活しよう』
生活指導部
運動会の熱気も過ぎ去り、より落ち着
いて学校生活を送ることができる時期で
す。時間を大切にし、有意義な学習活動
が進められるよう、指導して参ります。
６月は下の目標を重点的に指導します。
「集まりをすばやくしよう」
「チャイムの合図を守ろう」
「休み時間と授業の区別をつけよう」
「きまりよく運動しよう」

心肺蘇生・ＡＥＤ研修会
体育部
麻布消防署の方々をお招きして、５月２日に
心肺蘇生法とＡＥＤの使用方法について、研修
会を開きました。運動会、体力調査、水泳指導
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と体育関係の行事が続きます。もちろん、子供
たちが安全に活動できるよう、常日頃より注意
を払っています。しかし、万が一の事態が起こ
った時、子供の一番近くにいる私たち職員が、
落ち着いて救命活動を進めることが強く求めら
れます。消防署員の方々の説明を受け、人形を
使って、心肺蘇生やＡＥＤ使用についての手順
を確認していきました。

新しい先生を紹介します！
特別支援教室巡回指導員
特別支援教室巡回指導員
巡回指導員として、なでしこルームの指導を
担当します。よろしくお願いします。

B 時程 安全指導 歯科健診(2･4･6 年、若)
通学路点検

全校朝会 体力調査(始) なかよし班遊び
幼稚園交流給食(4 年) 委員会
歯科健診(1･3･5 年)
B 時程４時間授業（区研修会のため）
体育朝会 避難訓練
鍵盤ハーモニカ講習(1 年)
学校公開 朝読書 八丈島交流
合同移動教室説明会(若竹)
土曜授業日 B 時程４時間授業
学校公開 道徳授業地区公開講座
全校朝会
社会科見学(3 年) クラブ
B 時程
４時間授業 音楽朝会 脊柱側弯症健診(5 年)
個人面談① 合同移動教室事前交流会(若竹)
４時間授業 朝読書 個人面談②体力調査(終)
漢字検定(前年度出席停止等で未受験の児童)

４時間授業 全校朝会 水泳指導(始)
個人面談③
B 時程５時間授業 個人面談④
B 時程４時間授業（校内研究会のため）
児童集会 脊柱側弯症健診予備日(5 年)☆
B 時程４時間授業（高陵アカデミー研修
会のため） 全校読み聞かせ (8:30~)
土曜授業日 B 時程４時間授業
全校朝会 なかよし班遊び
合同移動教室事前健診（若竹）
B 時程 個人面談⑤
特別支援学級合同移動教室始（若竹）
朝読書 特別支援学級合同移動教室（若竹）

朝読書 定期健康診断終
☆
特別支援学級合同移動教室終（若竹）
高陵地区委員会プール遊び

３０
土
７/1
日
７/２
月
全校朝会 ４時間授業(校内研究会のため)
☆は、放課後遊びです。
◎天候等により予定が変更になることがありますので
ご了承ください。
◎個人面談の詳細につきましては、後日配布するプリン
トをご覧ください。
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