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安全・安心のための絆
校長 黒田 泰正
年明けから早１ヵ月が過ぎ、２月を迎えました。１月は寒さ厳しい中でしたが、インフルエ
ンザによる集団感染もなく、多くの子どもたちは元気よく過ごせたと思います。２月は、さら
に寒くなると思います。２月も子どもたちの健康が保てることを強く願います。
さて、１月下旬のことですが、日原副校長から「昨日の夜、Ｔ教諭といっしょに、本村町会
の夜警に参加してきました。」という報告を受けました。聞くところでは、毎年年末から新年
にかけて、本村町会では防火防災部・防犯部、消防団の方々が中心になって、夜警（防災・防
犯パトロール）を行っているそうです。夜の９時頃にかけて、町会会館に集まって、２つのコ
ースに分かれて、１時間近く、巡回してくださっているそうです。四の橋、仙台坂、元麻布、
などの各方面を、人通りが少ない日でも、拍子木をたたいて呼びかけ、火の用心や戸締りを促
してくださっています。本当にありがとうございます。日原副校長に、参加してみての感想を
聞きました。「町のみなさんがこんなにやってくれていることがわかり感謝でした。」「人と
人とのつながりが新たにわかり、地域の取り組みを身近に感じました。」「学校や子どもたち
は地域に支えられていると確信しました。」南麻布富士見町町会においても同様に、広尾、有
栖川などの各方面を、地域や子どもたちの安心・安全のために、夜警（防災・防犯パトロール）
を行ってくださっています。地域の皆様の支えに感謝すると共に、子どもたちの健やかな成長
を願い学校も更に地域と連携し教育活動に取り組んでまいります。
学校でも日ごろより、安全教育に力を入れています。火事や地震などの災害、不審者侵入等
の出来事の想定をし、毎月避難訓練をしています。不審者侵入の想定では、各教室への放送言
葉も工夫し、授業中なら、教員と児童は教室に戸締りをして待ち、不審者を、主事や駆けつけ
られる教員で、玄関で対応・取り押さえることに全力をつくし、警察のくるのを待つような訓
練をしています。昨年の２学期は、校庭工事のために、通常の避難訓練はできませんでしたが、
１２月からは再びできるようになりました。また、昨年は時期がずれましたが、毎年９月には、
本村小学校の校庭にて、本村小地区防災協議会と連携した地域防災訓練が行われています。今
年も予定していきます。
子どもたちには「命を守る勉強」として一番大切な勉強だと、常に避難訓練の講話のときに
話しています。その他、年間を通して、交通安全教室、セーフティ教室での、連れ去り、携帯
電話やインターネット・ＳＮＳの正しい使い方、薬物乱用防止の学習等いろいろな安全学習を
繰り返しています。人々が安全に安心して生活するためには、子どもの頃から一人ひとりが生
活環境を正していくことが大切です。そのことを理解させ、行動できるように育てたいと思い
ます。これからも安全教育に力を入れ、児童の安全を保障していきたいと思います。学校だけ
ではできないことや、目の行き届かないところがたくさんあります。今後とも、保護者、地域
の皆様と連携して、通学路点検などを繰り返し行い、安全・安心な学校にしていきたいと思い
ます。２月は短い月ですがご協力どうぞよろしくお願いいたします。

教育情報機器を使った学習
情報教育推進

学校のきまりを振り返って
生活指導部

本校では、１年生から６年生までの各教室に電子 今年度も残すところ２ヵ月を切りました。年度末
黒板用のプロジェクターが備え付けられ、算数少人 を前にして、年度当初に配布しました「本村のきま
数室（多目的室）・理科室・家庭科室・音楽室にも り」を今一度振り返り、年度末を安全に、楽しく過
大型テレビを備えるなど、教育情報機器が充実して ごしてほしいと考えています。今回は、３つのこと
をお伝えします。
います。
保護者の方々も、学校公開などで、黒板に貼られ
たホワイトスクリーンに映し出された、デジタル教 ① 服装について
登下校時には防寒着を着用し、教室内では上着
科書や、子どもたちのノートの拡大、写真などをご
などを脱いでも寒くない服装であること、そして
覧になったことがあるのではないでしょうか。
私たち教員が､こういった情報機器を使う際に気 休み時間後にはトレーナーなどを脱いで体温調整
を付けていることは､パソコンやテレビ､プロジェ ができるなど服装の工夫が必要になります。体調
クター､デジカメなどはあくまでも「道具」であり 不良などの場合は、担任等に相談した上で朝会時
「手段」ですから、使うことだけが目的になってし や室内での上着着用にも配慮しています。
まってはいけないということです。
例えば、３年生の社会「古い道具とむかしのくら ② 持ち物
し」では、使ったことも見たことも無いものをいく 「本村のきまり」には「学習に必要のないものは
ら言葉で説明しても、よく分かりません。写真やビ 持ってきません」とあり、不要なお金や高価なも
デオを見せて、何に使うのか想像させるために、情 のに関しても記載されています。お子様と持ち物
報機器は有効です。しかし、実物があるなら直接触 の確認をお願いいたします。
れ、体験する方が、さらに学習効果が高いので、実
物を使います。算数では、子どもたちがノートに書 ③ 登下校
事前に学校へ申請している登下校のコースを
いたものを、実物投影機を使うことで、学級全体で
考えを共有することができる使い方をしています。 守り、歩道や白線がある場所では、道路にはみ出
また、今年の５年生は「わくわくタイム（総合的 ないなど安全とマナーを守りましょう。下校時の
な学習の時間）」で、ＰＣを使い、個々に発表を行 寄り道は、学童や放課Goなどの先生たちもが心配
う活動をしました。
カンボジアについて調べる学習 し、家庭へ確認の電話をさせていただきます。
にも、情報機器は有効に活用できました。カンボジ
アとの交流をするために、クメール語の翻訳にもイ
ンターネットが役立っています。さらに、３学期は
スカイプを使って、
直接カンボジアの現地とつなが
る学習を計画しています。遠く離れた地との交流や
相互理解、そして自分たちが知ったことにどのよう
に考えを深めていくかといった学習目的を達成す
るために、情報機器を取り入れて学習しているので
す。こういった学習に、生き生きと取り組んでいる
子どもたちの姿が見られます。これからも、情報教
育機器を有効に使い、子どもがより理解や考えを深
められる活動になるようにしていきたいと思いま
す。

２月の生活目標は、
「寒さに負けず元気に過ごそう」
です。

＜今月の生活努力目標＞
・手洗い、うがいを進んでしよう
・寒さに負けず、体をきたえよう
・休み時間は、外で元気よく遊ぼう
・衣服の調節をして、外遊びをしよう

２分の１成人式
４年担任
４年生の「総合的な学習の時間」では、主に「ユニバーサルデザイン イン 本村」という福祉を扱う学
習と、「二分の一成人式」の学習に取り組みます。「二分の一成人式」とは、大人として認められる二十歳
の半分、十歳まで成長したことを振り返るものです。これまでの十年間、自分がここまで成長できたことは
周りの方の支えであるということを実感し、感謝できる機会にしていきます。
３学期になってから、総合では自分のプロフィールを書き、お世話になった人々について考え、自分の生
い立ちについて振り返って自分史を作っています。この先も「二分の一成人式」に向けた活動は続きます。
自分のことを見つめ直す良い機会になっていくはずです。どの子も自分の小さいころの写真を持ってきて、
大切に見つめながらそれを学習シートに貼り、自分史作りをしている姿は大変微笑ましいです。また、たく
さんの取材をして自分の歴史を丁寧に書き進めている子もいます。子どもによって様々ですが、どの子も真
剣に取り組んでいます。
この先も、いろいろなことを考え、書き留めていこうと思います。「夢を実現するため」「決意」「十年
後の自分へ」など。これらを、自分だけの一冊の本にまとめます。本当の成人式を迎えた時に、そっと紐解
いて、十年前を振り返ってもらえたら嬉しいです。
２月１８日（土）に「二分の一成人式」本番を迎えます。その時には、音楽の時間を中心に練習をしてい
る合奏曲「ひょっこりひょうたん島」、合唱曲「ありがとう」を披露しようと思います。また、全員が一人
ずつ、今の思いを主張する時間を設けます。
周りの人に感謝するだけでなく、成長してきた自分に自信をもち、力強く生きていこうという思いをもて
るような式になるよう、今から準備をしていきます。

なかよし班活動
特別活動部
学校では、「学級活動」、「児童会活動」、「クラブ活動」、「学校行事」を総称した「特別活動」とい
うものがあります。集団の中の一員として、自主的に活動することでよりよい生活や人間関係を築く力を養
う目的で行われる活動です。
「なかよし班活動」は、異学年との交流を深めるため、１年生から６年生を各学年２～４名程度の班にし
て交流を図っています。給食後～昼休み～清掃の時間を使って交流を深めます。この活動は、事前に各班の
６年生（班長）が企画して、担当の教師と相談をし、その日に行う遊びの内容を決めます。あまりルールが
たくさんあったり、曖昧であったりすると、みんなが楽しく遊ぶことができません。ですから、遊びの計画
や進行について、担当の教師とよく相談をし、時には再考するように助言されることもあります。６年生が
準備をしっかり行うことで活動がスムーズにいくのです。第１回目は、自己紹介などで、ハンカチ落とし、
じゃんけん列車、宝探しなどを行う班が多かったです。
友達作りが上手にできないとか、自分から関わりをもつのが苦手という声もよく聞きますが、学年を縦割
りにした班で、違うクラスの友達ができるとか、低学年が高学年からお世話をしてもらう、また、高学年で
は、お世話をしてあげるなどの活動から学年を超えて友達が増えた
り、今までよりももっと深い関係になったりするよい機会となって
います。
今年度は校庭工事があったため中断していましたが、２月から行
う予定です。また、３月は「お別れ給食」になります。この日は５
年生以下が中心となって、６年生に感謝の気持ちを伝えます。今ま
で６年生が進行をしていましたから、５年生はその時初めて司会を
し、６年生が行った進行の大変さを実感するはずです。そしてまた
その５年生が最高学年の６年生になるのです。「なかよし班活動」
を通して、互いに思いやる関わりをもつことができるように、これ
からも指導していきます。

本村すこやか会
主幹養護教諭
毎年行われる 本村すこやか会（学校保健委員
会）は、学校教職員・学校医・学校歯科医・学校
薬剤師・保護者・地域の方たちで、子どもたちの
心と体の健康について考え、健康の保持増進を図
るものです。
今年度は、本校学校歯科校医の萬屋陽先生・
矯正歯科専門の萬屋礼子先生から「歯列不正・歯
の健康」に関する講演会を予定しています。詳し
くは先に配布いたしました案内のプリントをご覧
ください。参加をご希望される方は、申し込み用
紙を担任へご提出ください。申し込みされなくて
も、当日ご都合がつくようでしたら是非ご参加く
ださい。
今年の歯科健診で、萬屋先生より「虫歯になっ
ている子は少ないのですが、歯が白く白濁してい
る子が多いです。」というお話がありました。こ
の白くなっている部分はもろく、生まれつきの場
合もありますが、炭酸飲料の飲みすぎで白濁する
場合もあるそうです。
学校の歯科健診は、あくまでスクリーニングで
す。口腔内の状況を定期的に診ていただいたり、
相談できる歯科医がいてくださったりすると、生
涯にわたっての歯の健康
つくりができるかと思い
ます。是非、この機会に、
ご家族の歯の健康につい
て考えていただけたらと
思います。

講演会「歯は命！お子さんの歯並び大丈夫？」
講師 萬屋 陽先生 萬屋 礼子先生
日時 平成２９年２月１５日（水）
１４時～１５時
受付 １３時５０分～１４時００分
場所 本村小学校１階 ランチルーム

日 曜日
１ 水

の行事予定
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安全指導 社会科見学（5年）
B時間5時間授業 6時間目漢字検定
建国記念の日

全校朝会 新1年生保護者会
カンボジア集会 クラブ
西町インター交流訪問（1年）
本村すこやか会（学校保健委員会）
１６ 木 音楽集会 校外学習（若竹）
幼稚園交流給食（1年）☆
１７ 金 朝読書 なかよし班活動 ☆
１８ 土 薬物乱用防止教室（6年）
１/２成人式（4年）
１９ 日
２０ 月 全校朝会 カンボジア募金開始
郷土資料館見学（3年）
２１ 火 朝読書 西町インター交流訪問（2年）
クラブ反省
２２ 水
２３ 木 児童集会 なかよし班活動
租税教室(6年)
２４ 金 朝読書 カンボジア募金終了 ☆
２５ 土
２６ 日
２７ 月 全校朝会 6年生を送る会 お別れ給食
２８ 火 体育集会 授業参観・保護者会（456年・若竹）
☆：放課後遊び
※天候等の関係で、予定が変更することがあります
のでご了承ください。
※3 学期の避難訓練は予告なしで行います。

○納金について
２月６日（月）は今年度最後の学納金引き落としとなります。２月は、２・３月分（２ヵ月分）の引き落
としとなります。１月までに未納があるご家庭には、１月２３日付けで未納通知を配布しております。事前
に、保護者様（または児童）の郵便局口座の残金をご確認・ご入金ください。
○児童欠席のメール連絡について
メールでの児童欠席のご連絡は、当日の朝８時までに学校のメールアドレス
（hommura-es@minato-tky.ed.jp）に送信してください。メールの受信時間や受信トラブルなどで、学級担任
から電話での確認がある場合もありますのでご了承ください。

