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運動会の不思議な力
校長

山村

登洋

初夏を感じさせる日が続いております。いよいよ６月３日（土）には「開校１１５周年記念運
動会」が開催されます。今年度の運動会スローガンは「己に克ち、仲間と共に絆を深めろ!」です。
代表委員会が中心となりこのスローガンが決まりました。子供たちの運動会までの練習や準備に
取り組む姿や当日の係仕事に汗をかく姿が運動会の完成度、達成感をさらに深めることになりま
す。当日は、子供たちの全力を尽くした演技や一生懸命係活動に取り組んでいる姿をぜひ楽しみ
にしていただきたいと思います。
皆さんは、運動会にどのような思い出がありますか。私は運動会が大好きでした。運動会には
不思議な力があります。それは、人と人との絆が深まることです。今年のスローガンがまさにそ
の通りです。私は父の仕事の関係で転勤が多く、転校することが多い小学校時代
を過ごしました。転校すると自分にとって一番大事なことは、自分の居場所を作
ること、つまり友人をつくることです。そんなときに運動会は最高の友人をつく
る場となりました。徒競走では、自分のため、自分の色の勝利のために一生懸命
に走りました。運良く順位が良ければ、仲間から賞賛されました。団体競技では、
練習中や休み時間に仲間といろいろな話し合いをしたり作戦を立てたりしました。その取り組み
は、相手の性格や自分の性格を知ってもらうよい機会となりました。表現運動では、個人の表現
の素晴らしさとともに全体でそろえる美しさ、これは色に関係なく、仲間との相性に関係なく学
級、学年がまとまっていく瞬間でもありました。私は運動会を通して、新しい友人ができたこと
で転校先でも自分の居場所を作ることができました。本校の運動会でも、このような人と人との
絆が深まったり、新しい友人ができたりすることがあれば大変嬉しいと思います。
私たち教師も子供たちも、みんなの心は「運動会を自分たちの手で楽しく
思い出に残るものにしよう」と思っています。ましてや今年度は開校１１５
周年記念運動会です。その気持ちに応えて、記念すべき開校１１５年の年に
全校が心を一つにして素晴らしい思い出を作っていきたいと願っておりま
す。皆様に見えるところではなく、見えないところでも頑張る子供たちに大
きな拍手をお願いします。最
後に私から当日の運動会で
ぜひ見ていただきたい子供
たちの様子の視点を書かせ
ていただきます。
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最後まで頑張っていた。
約束を果たしていた。
正義感をもって取り組んでいた。
同じ学年の人や先輩、後輩を応援していた。
みんなと協力していた。
一生懸命運動（演技）をしていた。
しっかりとあいさつをした。

授業の窓

３年生
３年生担任

３年生も運動会に向けて準備を進めています。表現種目、団体競技ともに４年生と合同で練習
に取り組んでいます。４年生の後ろ姿を見ながら、本番に向けて緊張感をもって練習を行う姿に
頼もしさを感じます。運動会当日にたくさんの方々に３年生の元気いっぱいの姿を見ていただけ
るよう、子供たちには仕上げの練習に全力で取り組んでいます。
さて、３年生に進級してから社会科や理科、総合的な学習の時間などが新たにスタートしてい
ます。
社会科では身近な地域のこと、港区のことを学んでいきます。最初は学校の周りの様子を、建
物・道路・店などの視点で調べ、「坂が多い」「大使館がたくさんある」といった具体的な言葉
で表し、土地利用の様子や地形、交通などの特徴をつかむ学習をしています。そこから、地図記
号を使ったり道や建物などの名前を加えたりすることで、より分かりやすい地図ができているの
だという学習に発展させていきます。
理科では、ホウセンカやヒマワリ、チョウを育て、観察する学習を行います。この学習を通し
て、生き物の色、形、大きさなどの特徴を捉え、成長の過程を学ぶとともに、観察し記録する技
能を高めていきます。
また、総合的な学習の時間では、タブレットパソコンの使い方につい
て学んでいます。今年初めてタブレットパソコンの使い方を学んだ３年
生ですが、操作に慣れるのが早く、パソコンを使うことに興味をもって
取り組んでいます。その一方でパソコンを使って単純な作業をすること
だけに満足して終わってしまう傾向もあります。作業することだけでな
く、作業をしたことで学習を深めていく子供たちをさらに育てていきた
いと思います。

クラブ活動について
特別活動委員会

クラブ担当

クラブ活動では、４年生以上の子供たちが、自分たちの興味や関心のあるクラブに入り、異学
年交流を通して活動しています。年度初めに、クラブ活動の中心となる６年生が発足させたいク
ラブについて話し合いを行い、子供たちの自主性の下にクラブ活動が始まります。年間１５回の
活動を行い、その最後に３年生のクラブ見学を予定しています。クラブ見学では３年生が上級生
の活動する様子を見学したり、“クラブのアピールポイント”や“活動内容”を聞いたりして、
来年度のクラブ選択の参考にします。
今年度は、ソフトテニス、ベースボール型ゲーム、バトミントン・水泳、卓球・水泳、演劇、
図工、料理・手芸、科学・実験、イラスト・漫画・アニメーション、ミュージック、ボードゲー
ム、ダンスの計１２種類のクラブが発足されました。演劇とミュージック、ボードゲーム、ダン
スが新設され、バトミントンや卓球は、体育館工事のため水泳との組み合わせになっています。
各クラブの活動を通して、６年生は、集団における役割を自覚し、責任を果たすことや、安全
に、楽しくクラブ活動ができるように見通しをもった運営の仕方について学びます。下級生は集
団の一員として協力することの大切さや、上級生を見習い、より自主的に活動する姿勢を学びま
す。子供たち一人一人が個性の伸長を図りながら、生き生きと活動する姿が見られることを楽し
みにしています。

６月の生活指導
生活指導部

運動会について
運動会委員長

６月は梅雨の時期に入ります。雨で外で遊べ 今年の運動会スローガンは
ない日が増え、遊びたいという気持ちが自然と
足を速めがちになってしまいます。５月も休み
時間を楽しみにするあまり、つい走ってしまい
子供同士がぶつかりそうになる等、危ない場面
がありました。校舎内では走らないというルー
ルをきちんと守ることができるように、改めて
です。
安全指導に力を入れていきます。
６月３日(土)には、開校１１５周年記念運動会
３日（土）の運動会では、子供たちが今まで が行われます。５月の連休が明けてから、本格的
の練習の成果を発揮して活躍します。短距離走 に練習を始め、学級や学年で練習を積み重ねてき
のような個人の競技もありますが、団体競技や ました。練習をする中で、成功の喜びや失敗した
演技は、集団で活動します。集団の活動の中で 悔しさを感じる機会は沢山あったと思います。そ
は、自分だけのことを考えるのではなく、他者 の思いを学級や学年で共有し、どの学級も、運動
への思いやりをもち、周囲に合わせて行動する 会を通して一つにまとまっていく雰囲気を感じ
ことが大切になります。学校は集団生活を学ぶ ます。クラス替えをして初めての学年は、新しい
場でもあります。決まった時間の中で動かなく 友達のよさを見付け、同じ仲間と過ごす２年目の
てはならない時、時間を守ることも大切です。 学年はより一層つながりを大切にしてほしいと
これらは、社会に出た時に必ず必要になること 思います。子供たち一人一人が、自分自身に打ち
です。
克ち、学級、学年の仲間たちと共に絆を深める、
今月はご家庭でも改めて学校やご家庭のきま よい機会になることを願っております。
りを確認したり、毎日のルーティンワークを時
また、今年は、校庭改修後、初めての運動会で
間通りに行ったりすることを意識してみてくだ す。子供たちも、人工芝で体を動かす感覚に徐々
さい。
に慣れてきて、練習の中で、力一杯走ったり、跳
６月の生活目標は、
ねたりできるようになってきました。子供たちに
「時間を守って生活しよう」です は、思いっきり体を動かす楽しさを感じながらも
安全に気を付けてほしいと話をしています。
＜今月の生活努力目標＞
運動会では、会場の警備など、多くの仕事をＰ
・集まりをすばやくしよう。
・チャイムの合図を守ろう。
ＴＡ役員の方々にお願いをしています。保護者の
・休み時間と授業の区別をつけよう。
方々のご協力、地域の皆様の温かい応援、たくさ
・きまりよく運動しよう。
んの方々のご支援、ご協力の上に、運動会が開催
５月より､新しく西尾教諭が着任いたしました。できることを子供たちに伝えていきます。教職員
一同、精一杯取り組んでいきます。当日は、練習
着任のあいさつ
の成果を１２０％の力で発揮できるよう、一生懸
命に取り組む子供たちに、多くの声援・拍手をお
５月１８日より２年２組の担任として着任
願いいたします。
し、あっという間に２週間が過ぎました。クラ
スの子供たちや、他の学年の子供たちが学校の 本年度から校庭
事を色々と教えてくれたり、教室を案内してく が人工芝になり、
れたり、たくさん助けてくれるおかげで、毎日 安全と衛生のため、校庭では飲食ができません。
楽しく過ごせています。これからどんな１年に
昼食は体育館・ランチルームの他、２階の教室及
なるのかとても楽しみです。よろしくお願いい
たします。
２年２組 担任 び会議室をご利用ください。

「己に克ち
仲間と共に
絆を深めろ！」

学校公開

の行事予定
教務部

６月１７日（土）・１９日（月）

日

・２０日（火）は、今年度最初の学
校公開です。運動会の練習で頑張っていた子供たち
が、落ち着いて学習に取り組む切り替えの時期とな
ります。子供たちの登校、授業、休み時間や掃除の
様子等をご覧になることができます。学校で元気に
過ごす姿、張り切って学習している姿を是非ご覧に
なってください。
１７日（土）は各学級の授業の他に、道徳授業地
区公開講座を予定しております。今年度は講師とし
て東京純心大学の神山直子先生をお呼びして講演会
を行います。来年度から、
「特別の教科」となる道徳
について、保護者の方や地域の方々にも知っていた
だければと思っております。大勢の方のご参加をお
待ちしております。
各学級の授業予定につきましては、後日学校公開
についてのお知らせを配布いたし
ますので、そちらをご覧ください。
【日程】
６／１７（土）
８時３０分～１１時１０分
１校時～２校時 授業公開、３校時

講演会

〇１校時 ８時３０分～
・授業公開（各学級・専科教室）
＜道徳授業地区公開講座＞
〇２校時 ９時２０分～
・道徳授業公開（各学級教室）
〇３校時 １０時２５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）
＜公開講座講演会＞ 是非ご参加ください。
講師

東京純心大学
神山

演題

直子先生

『「特別の教科 道徳」について考える』

１１時２５分に児童は下校します。
６／１９（月）
、２０(火)
８時３０分～１５時４５分（下校）
１校時～６校時 授業公開
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等

体育朝会 運動会前日準備
開校115周年記念運動会
運動会予備日
振替休業日
朝読書 八丈島小学生来校
Ｂ時程 4時間授業(区研修会のため)
安全指導 歯科健診(2.4.5年) 委員会
Ｂ時程 なかよし班活動 教育実習終
高陵地区プール遊び(本村小)

Ｂ時程 全校朝会(放送) 体力調査開始
体育朝会 避難訓練(二次避難) クラブ
Ｂ時程 脊柱側弯症検診(5年)
４時間授業
音楽集会
(校内研究会のため 4年1組 5時間授業 )
１６ 金 朝読書 歯科検診(若.1.3.6年)
体力調査終
１７ 土 Ｂ時程 土曜授業日(3時間授業)
学校公開始 道徳授業地区公開講座
１８ 日
１９ 月 全校朝会 学校公開
２０ 火 朝読書 学校公開終 クラブ
２１ 水 Ｂ時程 水泳指導開始
２２ 木 児童集会 幼稚園交流給食(5年)
２３ 金
２４ 土
２５ 日
２６ 月 全校朝会 なかよし班遊び
☆
２７ 火 全校読み聞かせ クラブ
２８ 水 Ｂ時程 通学路点検
２９ 木 Ｂ時程
４時間授業(ｱｶﾃﾞﾐｰ研修会のため)
３０ 金 朝読書 定期健康診断終
☆
7/ 1 土 Ｂ時程 土曜授業日(3時間授業)
高陵中授業体験(６年)
2 日
3 月 全校朝会 保護者会(1.2.3年)
4 火 七夕集会 委員会
高陵アカデミー子どもサミット(笄小)
5 水 Ｂ時程 4時間授業(区研修会のため)
6 木 都学力調査（５年）保護者会(4.5.6.若)
☆は放課後遊び
※天候等の関係で、予定を変更することがありますの
でご了承ください。

