港区立本村小学校だより

先月の取り組み
体力調査

鎌倉遠足
体育部

５年担任

６月３日（月）～６月１４日（金）に体力調査
を行いました。６月５日（水）は全学年一斉に「反

６月６日（木）に、鎌倉遠足に行きました。
５年生の遠足の目的は、公共交通機関での長距
離移動や、班でのオリエンテーリングを通して、

復横跳び」「立ち幅跳び」「長座体前屈」「上体起

７月に行う夏季学園への準備を行うことにあり

こし」を行い、１年生は６年生と、２年生は５年

ます。
当日は、夏を思わせる青空の下、班で協力し

生とペアになって記録に挑戦しました。

て地図を見ながら、ゴールを目指し時間通りに

その他にも、各学級で「ソフトボール投げ」
「握

到着することができました。途中の錢洗い弁天
では、心を込めてお小遣いを洗う姿がかわいら

力」「シャトルラン」を計測しました。
また、体力調査の期間に入る前に、運動委員会
でシャトルランの練習会の計画を立てました。普

しかったです。電車での移動中私語もなく、立
派な姿を見せた１日となりました。
７月の夏季学園が楽しみです。

段練習することができないシャトルランの記録
を伸ばすために企画したところ、たくさんの児童
が参加してくれて、運動委員会の児童もとてもう
れしそうでした。

そらまめのさやむき体験

町探検

２年担任
６月１０日（月）に、生活科の学習で、若竹学級と
２年生でそらまめのさやむき体験を行いました。栄
養士の中野先生から今が旬のそらまめについて、栄
養や育ち方を教えてもらいました。クイズ形式の学
習で、子供たちは楽しみながら学習することができ
ました。
実際にむいてみると、たくさんの発見があり、
「中
の色が想像とは違いました」といった驚きの声や「触
るとふかふかのベットみたいで気持ちよかったで
す」といった感想が聞かれました。
そらまめはその日の給食で全校児童が食べまし
た。
「これ、僕がむいたそらまめかもしれない」と歓
声を上げながら、満足した表情で給食をいただきま
した。
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３年担任
６月１３日（木）と１９日（水）に社会科
の学習で町探検に行きました。白地図をもと
に学校の周りの様子を調べました。
「坂が多い」
「大使館がいっぱいあり、外国の
人がたくさんいる」
「古いお寺がある」などた
くさんの発見があったようです。
「どうして新富士見坂というのかな」
「なぜ大
使館がたくさんあるのかな」
「もっと商店街を
見学してみたいな」と自分たちの住んでいる
地域について、興味関心を高めることができ
ました。
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委員会・クラブ紹介
環境委員会

ベースボール型ゲームクラブ
環境委員会担当

今年もＰＴＡさくらクラブの協力のもと、

ベースボール型ゲームクラブ担当
ベースボール型クラブでは６年生を中心に、

「アルミ缶キャンペーン」を行います。期間は、 練習や試合を行っています。自分たちで、チー
７月９日(火)から７月１１日(木)です。

ムやルールを決めて活動しています。

昨年度は集めたアルミ缶を換金し、カンボジ

どんな人にもチャンスがあって、たくさんの

アの小学校に土やプランター、ジョーロやスコ

人が楽しめるベースボール型ゲームができるよ

ップ、種や苗を贈りました。子供たちの生活に

うにという思いを込めて、初回のクラブで、話

密着する植物の育て方や、作物の育て方を学ぶ

し合いを行いました。６年生が話し合いをリー

授業に役立てられています。今年もカンボジア

ドしながら、ルールを簡単にしたり、特別ルー

の小学校への寄付を予定しています。アルミ缶

ルを作ったりして工夫しました。どの学年の児

回収に、ご協力をよろしくお願いいたします。

童も楽しめるように自分たちで考え、活動して
いけるようにこれからも期待しています。

今月の取り組み
トウモロコシの皮むき・食育推進

七夕集会
集会委員会担当
７月２日（火）に七夕集会を行います。集会
委員会の中では「七夕」にちなんだ、どんな取
り組みをしたいか話し合い、計画しています。
今回は、七夕にまつわる本の読み聞かせとクイ
ズをします。全校児童がどうしたら楽しめるか
ということをテーマにして集会委員会では毎回
の集会活動について試行錯誤しています。短い
集会の時間ですが、今回の活動を通して七夕と
いう季節の行事への興味関心をより高めていき
たいと考えています。
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栄養士
今月７月４日（木）は、２年生と若竹学級の
児童と一緒に、とうもろこしの皮むきをします。
毎年この時期に、皮むき体験をしてもらってい
ます。とうもろこしの皮をむくのは意外に力が
必要なので、子供が苦戦する姿が見られます。
しかし、５月や６月のグリンピースや空豆のさ
やむきの時もそうですが、自分で野菜に触れる
ことによって愛着がわくようで、その日の給食
はいつも以上に沢山食べます。業者さんから実
際にとうもろこしが生えている苗を１本もらえ
るので、背の高いとうもろこしの苗を見た子供
の反応も楽しみです。
港区では、一昨年から食育推進事業の一環で、
和食や郷土料理などを積極的に給食に取り入れ
るための予算補助がつくようになりました。７
月には、土用の丑の日にちなみ、うなぎごはん
を出します。７月は暑さが厳しくなると思いま
すが、子供たちもうなぎを食べて暑さに負けず、
元気に過ごしてほしいと思います。
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７月の予定

７月の生活指導
１
２

月
火

身のまわりをきれいにして

全校朝会 安全指導
児童集会（七夕） 委員会
フランス大使館事前指導（５年）

３

水

B 時程４時間授業

夏休みの計画を立てよう

４

木

都学力調査（５年）

５

金

６

土

朝読書 自転車教室（３年）
研究授業（５年２組／５校時）
土曜授業日 中学校体験授業（６年）
校庭開放１３：００～１７：００

７

日

８

月

全校朝会

９
１０

火
水

ユニセフ（人権）集会

た。学び舎に感謝し、身の回りや教室、校内を

１１

木

美しくして夏休みを迎えたいと思います。

１２

金

生活指導部

今月の生活目標

努力目標
① 掃除用具を大切に使おう
② 室内・校内の整理整とんをしよう
③ 本村小スタンダードを守れたか振り返ろう
④ 夏の生活をよく考え、計画を立てよう
いよいよ１学期のまとめの時期に入りまし

本村人権週間（始） 避難訓練

交流給食（３年）

B 時程
ユニセフ募金始
保護者会（４・５・６・若） あいさつデー
体育朝会
保護者会（１・２・３年）
朝読書 ユニセフ募金終
本村人権週間（終）

☆

１３

土

１４

日

フランス大使館訪問（５年）

１５
１６
１７

月
火
水

音楽朝会 なかよし班活動（昼）クラブ

１８

木

B 時程

１９

金

２０

土

終業式 ４時間授業
給食終 夏季学園事前健診（５年）
夏季休業始
夏季学園①（５年）

夏休みが始まります。学校では、子供たちが充

２１

日

夏季学園②

実した日々を送り、安全で楽しく過ごせるよう指

２２
２３
２４

月
火
水

夏季学園③

２５

木

２６

金

２７

土

２８

日

夏休みの過ごし方
生活指導担当

導していきます。ご家庭でも下記に示す事項にご
留意いただき、健康で安全に生活できるようご協
力をお願いいたします。

① 健康で、きまりのよいくらし
・規則正しい、健康な生活
② 安全なくらし

B 時程

高陵地区水遊び大会（笄小）

２９ 月
３０ 火
３１ 水
時程変更のお知らせ

・交通安全、自転車のルール
・行き先と帰宅時間の確認
・防犯ブザーの携帯の徹底
・ＳＮＳ・インターネットの使い方の確認
③ 楽しいくらし

５時間授業 １４：３０下校予定

６時間授業

１５：３０下校予定

B 時程

４時間授業

１３：００下校予定

５時間授業

１３：５０下校予定

６時間授業

１４：４５下校予定

２日（火）委員会のため
５時間授業

１～４年生

・地域行事への参加等

６時間授業

５・６年生

・家庭での仕事や地域活動の手伝い
・マナー・エチケット、あいさつ

３日（水）B 区研究会のため
４時間授業 全校児童
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☆…放課後遊び

通常時程

・夏休みだからこそできる体験
④ みんなの役に立つくらし

☆

５日（金）研究授業のため
５時間授業

５年２組

４時間授業

その他の学級

１６日（火）クラブのため
５時間授業 １～３年生
６時間授業 ４～６年生
１８日（木）Ｂ 職員会議のため
５時間授業

１・２年生

６時間授業 ３～６年生
１９日（金）終業式
４時間授業 給食後下校
１３：２０下校予定

全校児童

