本村小学校 学校便り

先月の取り組み
特別支援学級合同移動教室

２年生 とうもろこしの皮むき体験

若竹学級

２年生担任

６月に合同移動教室が行われました。天候が悪

とうもろこしの皮むき体験を行いました。栄

かったため、予定が変更となりましたが、数メー

養士の馬場先生から、クイズを出してもらった

トル先が見えない深い霧の中で向かった水族館、

り、とうもろこしを作ってくださった方のお手

緑に囲まれ山を見ながら歩いた湿性花園、木の実

紙を紹介してもらったりしました。むいたとう

を使ったマグネット作

もろこしは、給食で食べ、感想を生産者の方宛

りなど、箱根の自然と

のお手紙にしました。食べるためには、いろい

関わりながら、楽しい

ろな人に支えられていることに気付きました。

経験がたくさんできま
した。

6 年生中学校体験授業
６年生担任

1 年生生活科

７月に、高陵中学校で体験授業が行われ、理科、
国語、技術、体育の４つのコースに分かれ、笄小
と合同で参加しました。国語「古典に親しむ」で
は、皆知っている昔話「かちかち山」の違う話を

1 年生担任
７月に生活科の学習で、広場や公園で友達と
楽しく遊ぶことを目的にして有栖川公園へ行っ

紹介してもらい、興味関心を高めていました。技

てきました。遊具の使い方やルールを守って遊

術「プログラミング学習の体験」では、ロボット

んだり、公園の中を探索して生き物と触れ合っ

Pepper を動かしたり、話したりできように、パソ

たりしながら学習することができました。

コンを使って思考しながら
指示を入力していました。
中学校で授業を体験し、中
学生に出会うことで、１年
後の自分の姿をメージでき
たのではないでしょうか。

５年生夏季学園

5 年生フランス大使館訪問
音楽専科

５年生担任

５年生が７月１５日、フランスナショナルデー

夏休み中の 8 月 7 日から、二泊三日の箱根夏

の大使館レセプションに

季学園が行われました。学年の友達と初めての

おいて、日仏両国の国歌

宿泊行事を、心待ちにしていた児童も多くいた

を歌いました。

ように見えました。台風が近づいていたことも
あり、予定を変更しながらの 3 日間となりまし

フランス国歌はフランス語
で歌うのですが、初めて耳にした時には英語とは

たが、富岳風穴や富士湧水の里水族館の見学や、

また違った、独特な発音に驚きました。大使館の

木の実クラフトの体験、そして何よりも、箱根

方に何度も発音の指導をいただきながら、当日ま

ニコニコ高原学園の施設で

で練習を重ねました。本番は発音も歌も、とても

思い切り遊ぶことができた

堂々と立派なものでした。大勢のお客様からも大

ことは、大変良い思い出に

きな拍手をいただき、貴重な経験ができました。

なりました。
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委員会・クラブ紹介
囲碁・将棋クラブ

集会委員会

囲碁・将棋クラブ担当

集会委員会担当
集会委員は、
みんなで楽しむことができる様々な

囲碁・将棋クラブは、今年度発足したクラ

遊びを考える活動をしています。今までに、フラフ

ブの一つです。毎回様々な友達との対局を楽

ープリレーや宝探し、
○×クイズなどのゲームを考

しんでいます。

えて行ってきました。７月には七夕集会を行い、紙

クラブ活動が始まった当初は、ほとんどの

コップを使って織姫と彦星を作りました。異学年交

児童が囲碁・将棋どちらかしかルールを知り

流を考え、
上級生が下級生に作り方を教えながら楽

ませんでした。特に囲碁に関してはルールを

しんで作っていました。低学年の子供たちは、自分

知っている児童が一部しかいませんでした。

たちだけのオリジナル織姫と彦星を作ることがで

クラブ活動中、熱心に説明書を読んでルール

きてとても喜んでいました。

を確認する姿、学年の枠を超えてルールを教

２学期も全員が楽しんでできる遊びを計画して

え合う姿、また休み時間に学校図書館に調べ
に行く姿がありました。嬉しく思いました。

います。

１学期の振り返りでは、２学期は勝つ方法
をたくさん見付けたいと意欲を述べる児童が
多くいました。白熱した対局になりそうです。

今月の取り組み
夏休み自由研究展示

人権週間

今年度は、９月４日(火)～１４日(金)８：３０か
ら児童の最終下校時間まで、オープンスペース（２
年生は玄関）で夏休みの自由研究を展示いたしま
す。今回も、力の入った、個性あふれる自由研究
が提出されていることと思います。
たくさんの皆様に来
校いただき、ご覧い
ただければと思いま
す。

生活指導主幹
9 月 10 日（月）～14 日（金）は人権週間です。
子供たちがお互いを大切にし合うことについて
考える機会にしていきます。11 日（火）には人
権集会を行います。代表委員会が中心となり、
「子どもの権利条約」について知り、自分に何
ができるかを考えます。そして、
12 日（水）～14 日（金）のユニ
セフ募金につなげていきます。
ご家庭でも人権について考えて
いただけると幸いです。

高陵地区アカデミー研究授業

給食試食会

教務主幹
本村小学校は、高陵中学校・笄小学校・本村幼
稚園と共に、高陵地区アカデミーとして幼小中の
一貫した特徴ある教育を目指して教育活動を行っ
ています。また、本年度は主体的・対話的で深い
学びを実現する指導の工夫についての研究や教員
研修にも取り組んでいます。９月１４日（金）の
５校時には、本村小学校と本村幼稚園で授業を行
い、高陵中や笄小の教員がその様子を見て、授業
後協議を行います。

栄養士
9 月 28 日(金)に給食試食会を行います。試食
会では、普段子供たちが食べている給食を試食
していただく他、日頃の給食作りや食育活動へ
の取り組みについて、栄養士からお話しさせて
いただきます。
今年は子供たちに人気の
和食メニューをお出ししま
す。ぜひご参加ください。
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９月の予定

９月の生活指導
『生活をきりかえ，
規則正しく生活しよう』
生活指導部
長い夏休みも終わり、より落ち着いて
学校生活を送ることができる 2 学期が始
まります。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。
９月は下の目標を重点的に指導します。
「夏休みの生活から 2 学期への生活への
きりかえを早くしよう」
「登下校時刻、交通のきまりを守ろう」
「時間を守って外遊びをしよう」
「集まりや入室をすばやくしよう」

防災週間
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B 時程５時間授業 発育測定(若竹)
体育朝会 あいさつ運動 発育測定(4 年)
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児童集会
朝読書 遠足(3・4 年) 幼稚園交流給食(2 年)
移動教室事前健診(6 年) 脊柱側弯検査(2 次)
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生活指導部
引渡し訓練にご協力いただきありがとうござ
いました。毎年、８月３０日～９月５日が防災
週間と定められています。本校では、保護者の
皆さんの協力を得て、９月に引き渡し訓練を行
い、災害時や緊急時の対応に備えています。７
月には集団下校を行うなど、毎月１回避難訓練
を行い、災害に対する意識を高めると共に、避
難について確認しました。防災週間を機に、災
害の際どのように行動するのかなど、ご家庭で

全校朝会

始業式

引き渡し訓練

給食(始) 発育測定(6 年)

安全指導 発育測定(5 年)
自由研究作品展示(始)
委員会(卒業アルバム写真撮影)

朝読書 ４時間授業(１～5 年)
区水泳記録会(6 年)

全校朝会 本村小人権週間(始)
発育測定(3 年 2 組) 高陵中職場体験
人権集会 発育測定(2 年)高陵中職場体験
クラブ(卒業アルバム写真撮影)
B 時程４時間授業(区研修会のため)
発育測定(1 年) ユニセフ募金(始)
音楽朝会
全校読み聞かせ ユニセフ募金(終)
５時間授業(高陵アカデミー研修のため)
自由研究作品展示(終) 本村小人権週間(終)

敬老の日
海外派遣報告会(朝)
B 時程５時間授業
スーパーマーケット見学(3 年)

秋分の日
振替休日
移動教室始(6 年) 水道キャラバン(4 年)
エバリーコンサート(1～4 年)
B 時程５時間授業
移動教室(6 年) 発育測定(3 年 1 組)
移動教室(6 年) 朝読書
☆

２７
木
２８
金
移動教室終(6 年) 朝読書 給食試食会
２９
土
３０
日
10/1
月
都民の日
10/2
火
委員会
☆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。

も話し合いの機会をもっていただければと思い
ます。
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