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脳のはなし「こだわりが夢を開く」
校長

山村

登洋

運動会／学校公開６月３日の開校１１５周年記念運動会には大変大勢の保護者の皆様、地域
の皆様にご来校いただきまして誠にありがとうございました。のべ１０００人を超える観客の
皆様の声援、応援に子供たちも私たちもとてもうれしい気持ちで一杯です。また、先日の学校
公開週間にも大勢の皆様に本校の教育活動をご覧いただきました。特に道徳授業地区公開講座
には大変多くの参観者がおいでになり、来年度から実施される「特別の教科

道徳」への関心

の高さが伺えました。これからも子供たちの自己肯定感を伸ばすとともに本村っ子の素敵な笑
顔のために教育活動を充実させてまいります。
脳のはなしもう３年前のことになりますが、青色ＬＥＤを発明した３名の
先生方のノーベル賞受賞が話題になっているさなか、ある小学校１年生児童
が数学検定２級に合格したことが注目されました。皆様、覚えていらっしゃ
いますか。何事にも、夢中になってこだわり続けているうちに、すばらしい
成果をあげてしまうことのよい実例だと思います。脳の中で使われていない神経細胞は１日数
万個がなくなっていくと言われています。ところが、繰り返し頻繁に使われている細胞は増え
て、さらに多くなっていくことも分かってきました。
こだわりが夢をひらく青色ＬＥＤでノーベル賞を受賞された天野

浩教授は、実験で毎日失

敗していても、
「また明日新しいアイディアを試してみよう」と思いながら何度も何度も実験を
続けたそうです。このこだわりがあの実現が大変難しいと言われていた青色Ｌ
ＥＤの発明につながったのです。こだわりが夢を開いたのです。
脳のことを知らなかった昔の人たちでさえ、好きなことを夢中になってやっ
ていれば、自然と上手になることを知っていました。特に子供たちは夢中にな
れることをもつことが大変重要です。低学年のお子さんには、すぐに達成できる小さな目標を
もたせ、高学年になるほど大きな夢を抱かせ、苦労しながら実現する喜びをもたせていく。発
達段階に合わせての目標づくりが大切です。
夢開くために今月の２１日から約１ヶ月の間、夏休みに入りますが、このわずかな１ヶ月で
も目標を立てることは可能だと思います。何か夢中になれそうなことをぜひ目標にして「こだ
わりが夢開く」、そんな一歩になるお休みになればいいと思います。夢についてご家族でもお子
さんと語ってみてください。

授業の窓

４年生
４年担任

４年生になって、早３ヶ月が過ぎようとしています。昇降口でのあいさつ当番、２年生とのランチル
ーム給食など、年度当初から全学年の先頭をきって全校に関わる活動に取り組みました。小学校生活も
４年目を迎え、本村小学校のことをよくわかっているからこそ、年度初めの活動でも立派に責任を果た
していることに頼もしさを感じていました。
また、運動会の団体競技で、３年生をリードし、若竹学級の友達に踊る場所を優しく教えて一緒に活
動することができました。また、綱引きでは全力を３回戦までもつれる大熱戦を繰り広げていました。
あの力強さはこれからの活躍を期待させる姿でした。今後もいろいろな面で中学年を引っ張っていくこ
とでしょう。
６月には、社会科の「島の自然を生かした人々のくらし」の一環として、八丈
島の６年生との交流がありました。教科書を使った学習だけではなく、八丈島で
暮らしている小学生の話を聞くことで、より島の魅力を身近に感じることができ
ました。八丈島の６年生の素晴らしい発表を聞いて、「八
丈島に行ってみたい。」と心から話している子もいたほど
どでした。また、八丈太鼓の素晴らしい演奏も聴かせていただき、その後、三小
小学校の校長先生には太鼓の指導までしていただき大変喜んでいました。
４年生になって様々な体験を通してこれからも多くのことを学んでいくと思います。２学期には「ユニバ
ーサルデザインｉｎ本村」３学期には「２分の１成人式」に取り組む予定です。初めてのクラブ活動もとて
も楽しそうに取り組んでいます。これらの経験を生かし、今後も様々な活動に意欲的に取り組むよう指
導してまいります。

本村まつりについて
特別活動委員会
特別活動とは、子供たちが望ましい集団活動を通して、よりよい生活や人間関係を築く能力を育てるもの
です。その一環として本村小学校では３年前より、代表委員会を中心にして、「本村まつり」を行っていま
す。協力して楽しむことで、自主性や責任感、集団意識や思いやりの心を育てたいというねらいがあります
。 ２年生以上の各クラスがコーナーを企画します。一番大切な視点は、安全に全校児童が楽しめるかどうか
というものです。各クラスで学級会を重ね、企画を練っていきます。話し合ったり、作業をしたりしていく
中では、意見の食い違いや思い通りにならないことがあるかもしれません。しかし、相手の気持ちや、成功
させるためにどうしたらいいかを考えることで、クラスの絆も深まっていくのです。 まつり当日は、コーナ
ーを運営する人、遊ぶ人に分かれ、前後半で全員が遊べるようにします。（１年生は前後半とも遊びに参加
します。）例年、準備やゴミの後始末も、自分たちで考えます。保護者の方にご協力をお願いすることがあ
るかと思いますが、よろしくお願いします。 尚、毎年、まつり当日の児童の姿を参観したいという保護者の
方のご意見をいただきます。しかし、全校児童が一度に校内を回るので、安全面を考え、公開を控えさせて
いだきます。大変申し訳ないのですが、保護者会などで様子をお聞きになってくださるとありがたいです。
各クラスのコーナー
２－１ 君の限界にいざ挑戦！～空きカンつみ・ボーリング～
３－１ 空気ほうしゃてき

３－２ マスターボーリング

２－２ ムシムシキャッチャー
４－１ ミッション指名手配犯を探せ

４－２ 脱出ゲーム ５－１ おばけやしき「シ」のなぞ～のろわれた館～ ５－２ おばけ屋敷～怨霊の館～
６－１ 映画「男女逆シンデレラ」 ６－２ 映画「モウアノヒニハモドレナイ」

若竹 プレイバルーン

７月の生活指導

水泳について

生活指導部

体育主任

１学期の最後の月を迎えました。４月に進級
してから今までの自分について振り返り、自分
をよりよくしていくための大事な区切りの時

６月２１日（水）から水泳の学習が始まり
ました。梅雨の時期は雨が長く降り続いた

期です。学習の振り返りだけでなく、登下校か り、急に蒸し暑くなったり、変わりやすい天
ら、学習の準備、姿勢、給食、当番の仕事など 気ですが、本村小学校では屋内プールで天候
学校生活のすべての場面で、１学期を振り返り に関係なく水泳の学習をすることができま
ます。また、学校のきまりや約束を守る大切さ す。児童も大変楽しみにしております。
も合わせて振り返り、より良い行動ができるよ
うに指導をしていきたいと思います。

様々な泳法の技術の習得もさることなが
ら、水に慣れ親しみ、健康で活力のある子供

そして、夏休み前に自分がやるべきことをし を育てることを第一の目標にして指導をし
っかりと行い、身の回りを整えることから、教 て参ります。「泳ぐのは少し苦手だな…。」
室や校内の整理整頓にまで目を向けられるよ

という子も、水泳の学習を通して「水の中っ

うにして、長いお休みを迎えられるようにして て気持ちがいいな！」「みんなで泳ぐと楽し
いきます。
７月の生活目標は、

いな！」といった思いを抱くことができるよ
うにさせたいと思います。

「身の回りをきれいにして
夏休みの計画を立てよう」です。

させ、夏休みの間も、海や川・プール等で安

＜今月の生活努力目標＞

全に気を付けて行動する意識や態度を培っ

また同時に、水による危険性にも目を向け

ていきます。
・自分の仕事を進んでしよう

指導に際しても、施設の安全管理と水泳指

・室内、校内の整理整頓をしよう

導中の安全を期し、指導教員の役割確認など

・本村小の約束を守ることができたか振り

に十分配慮して指導に当たります。各ご家庭

返ろう
・夏の生活をよく考え、計画を立てよう
〈通学路点検について〉
６月２８日に通学路点検を行いました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ました。引き続き、児童の登下校の見守り
をよろしくお願いします。

におかれましても、児童の体調管理と衛生面
での対応に十分な配慮をお願いいたします。

の行事予定

サマースクール
教務部
今までに習った漢字や計算などの基本的な学習
について、しっかり身に付けさせておきたい事項
を補習します。担任から連絡があった子供が優先
になります。
☆今年度も､場所等の関係上、定員が少なくなりま
す。参加のご希望に添えない場合もありますの
でご了承ください。
◆教科

国語・算数

◆日時

（本村サマースクール）

７月２１日（金）
、２４日（月）
、２５日（火）
２６日（水）
※４日間通しての参加を原則とします。
１年生

８時４０分～ ９時４０分

２年生

９時５０分～１０時５０分

３年生 １０時００分～１１時００分
４年生

８時４０分～ ９時４０分

５年生

９時５０分～１０時５０分

６年生 １０時００分～１１時００分

日 曜日
学 校 行 事 ・予 定 等
１ 土 土曜授業日 Ｂ時程 3時間授業
高陵中体験授業(6)
港区立中学校合同説明会(赤坂区民ｾﾝﾀｰ)
２ 日
３ 月 全校朝会 ５時間授業(1･2･3)
保護者会(1･2･3)
４ 火 七夕集会 委員会
高陵アカデミー子どもサミット(代表委員)
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) ５時間授業
保護者会(4･5･6若)
７ 金 朝読書 安全指導
８ 土 社会を明るくする運動IN六本木
９ 日
１０ 月
１１
１２
１３
１４

火
水
木
金

（若竹サマースクール）
８月２４日（木）
、２５日（金）

１５ 土

９時５０分～１１時００分
１６
１７
ては、後日、若竹学級より配布いたします。
１８
◆場所
本村小学校教室
１９
１年２組（１・２年生）
２０
２年１組（３・４年生）
２１
多目的教室（５年生）
※４・５・６年生対象です。詳細につきまし

会議室（６年生）
若竹教室（若竹４・５・６年生）
◆指導者 本校職員
◆参加希望申し込み締め切り
7 月１０日（月）

体育館天井改装工事について
安全・防災対策のため、体育館の天井を改装いた
します。
工事期間が、７月２０日～１０月２０日頃と決定
いたしましたので、お知らせいたします。

日
月
火
水
木
金

お台場ビーチフェスタ
全校朝会
避難訓練(6校時 集団下校1～6)
体育集会 クラブ
Ｂ時程 ４時間（校内研究授業のため）
音楽集会
本村まつり紹介集会
フランス大使館訪問(5)
土曜授業日 Ｂ時程 3時間授業
本村まつり
海の日
全校読み聞かせ
Ｂ時程 大掃除
４時間授業 終業式 給食終
夏季休業開始 サマースクール①
夏季水泳教室①

２２ 土
２３ 日
２４ 月 サマースクール② 夏季水泳教室②
２５ 火 サマースクール③ 夏季水泳教室③
２６ 水 サマースクール④ 夏季水泳教室④
２７ 木 夏季水泳教室⑤
２８ 金 夏季水泳教室⑥（検定日）
２９ 土
３０ 日
３１ 月
※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。
※５年生の夏季学園は８月８日(火)～１０日(木)の
予定です。

