港区立本村小学校だより

先月の取り組み
6 年社会科見学

幼稚園交流給食
１年担任

6 年担任

１２月１２日に本村幼稚園のはと組と交流給食を

１２月１２日に社会科見学として、国会議事

行いました。１年生は、手作りのランチョンマット

堂、憲政記念館、江戸東京博物館に見学に行き

を準備し、給食の用意も張り切って行っていました。 ました。
交流の様子を見ていると、幼稚園児に牛乳のストロ

国会見学では、参議院の本会議場傍聴席にて、

ーのさし方を教えたり、一緒にお代わりをしに行っ

国会の概要の説明を受けたり、意欲的に質問し

たりと、お兄さんお姉さんとして頑張っている姿が

たりして、国会のしくみなどの理解を深めまし

ありました。会話の中では、好きな食べ物や嫌いな

た。憲政記念館では、展示されている資料や映

食べ物について質問し合ったり、小学校のことにつ

像を通して、憲政の歴史や国会の運営などを知

いて教えたりと楽しみながら食べていました。片付

り、詳しくメモをとる姿が見られました。

けも１年生がサポートして丁寧に行っていました。
給食後は、１年生が作ったランチョンマットを気に
入って持って帰って

江戸東京博物館では、実物資料に触れたり、
復元模型などを見学したりすることで、江戸・
東京の歴史と文化を学ぶことができました。

くれたので１年生は

５年生の体験学習

とても喜んでいました。

5 年担任

とてもいい交流になり

１２月は、たくさんの体験学習がありました。

良かったです。

【音楽鑑賞教室】１２月１０日には、港区内
の５年生がサントリーホールで東京交響楽団の

港子どもサミット
6 年担任

演奏を聴きました。オーケストラの様々な楽器
や素晴らしい音の重なり、パイプオルガンの音
域の広さを体感することができました。

【新体操オリンピアンによる体験授業】
１２月１８日には、２度のオリンピック出場
を果たした新体操の田中琴乃選手をお迎えし
て、夢を実現させるための努力や感謝の気持ち
港子どもサミットが、１２月１０日に港区議会場

など、素敵なお話を聞くこと

で開催されました。今年度は、
「私たちの港区をより

ができました。フラフープの

よいまちにしよう」を全体のテーマに掲げ、５つの
分科会に分かれて話し合いが行われました。本村小
学校からは６年生の２名が学校代表として参加し、
子ども建設特別委員会で「未来の港区のまちづくり」

実技も教えていただき、様々
な動きがあることを知ること
もできました。

【社会科見学】
１２月２０日に

について話し合いました。各分科会での話し合いの

は、神奈川県の日産自動車追浜工場と三菱みな

後には、区議会議員から現在進めている施策につい

とみらい技術館に行きました。事前に課題をも

ての説明がありました。終わりには、全体会の会場

って見学に臨み、２学

で、各委員会の提言をキャッチコピーにして発表し

期に学んできた自動車
工業の組み立てライン

ました。
子どもサミットは、自分たちの生活と区議会の働
きとの関わりを理解するよい機会となりました。
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を実際に間近で見て、
学びを深めました。
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委員会・クラブ紹介
運動委員会

図工クラブ
担当

担当

運動委員会は、校内での運動や体育の学習を、

今年度のクラブ活動では、クラフトテープ（ガ

誰もが気持ちよく行うことができるよう活動する

ムテープ）を使っての絵画制作、金づちで釘を

委員会です。1 学期には、水泳学習についての説明

打って作る工作など、４～６年生が異学年交流

や低学年向けのクラスボールの使い方についての

しながら取り組んでいます。

活動を行いました。2 学期は、長縄大会の準備・司

２学期最後のクラブ活動では、
「自分がやって

会進行などを行いました。また、クラスボールの

みたいことに挑戦する」という初の試みでした。

チェック活動にも、毎日継続して取り組んでいま

昨年の展覧会共同作品で４年生が使った“緩衝

す。3 学期は、短縄大会の準備に加えて、寒い冬で

材”で作品をつくる子。昨年の図工クラブで取

も校庭での運動を勧めていきます。

り組んだ作品に再チャレンジする子。３年生で
つくったビー玉迷路にもう一度挑戦する子な
ど、一人一人がやり
たいことを大切にして
取り組みました。

今月の取り組み
書初め大会

初釜

国語部
１月１０日（木）
、１１日（金）に書初め大会が
１～２年は教室、３～６年は体育館で行われます。
「年頭にあたり、気分を新たに書写に取り組むこ
とにより、気持ちを引き締め新しい年を過ごす心
構えをもつこと。」「字形を整えて書く力を伸ばし
ていくこと。
」をねらいとして取り組みます。
書初めは、１月１９日（土）から２５日（金）
の期間に、２階エレベーター前と廊下に展示しま
す。ぜひ、子供たちの一生懸命書いた字を、見に
いらしてください。お待ちしております。

若竹担任
若竹学級では、２週間に１度『茶道』の学習
をしています。客席でお抹茶とお菓子をいただ
くときの作法や、お運びなどの接客係の作法を
学習することで、まわりの方への気遣いや心配
りを身に付けて欲しいと思っています。そして
毎年、日ごろの感謝の気持ちを込めて「初釜」
を行っています。普段お世話になっている方々
を招待し、お抹茶を点ててもてなします。１～
３年生はお運びや盆略点前をし、４～６年生は
自らお客さんの前でお抹茶を点てます。４年生
が人前で点てるの
は初めてです。手
順を一つ一つ覚
え、丁寧に行って
いきます。

＊写真は、昨年の物です。
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＊写真は、昨年の物です。
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１月の予定

１月の生活指導
『礼儀正しくしよう』
生活指導部
いよいよ新しい年が始まります。そして
新しい学期が始まります。新たな気持ち
で、去年（２学期）より、更によりよい学
校生活を送っていけるように指導・支援を
してまいります。今月の重点目標は、以下
の 4 つです。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

１２
１３
１４
１５
１６

土
日
月
火
水

元旦

冬季休業日(終)
４時間授業 始業式 給食(始)
Ｂ時程 安全指導
書初め大会(１・２・４・６年)

☆

Ｂ時程５時間授業(会議のため)
書初め大会(３・５年、若竹)

・気持ちのよいあいさつをしよう
・正しい言葉遣いをしよう
・きちんとした身なりをしよう
・集まりや入室を早くし、時間を守ろう

成人の日
体育朝会 委員会 発育測定(６年)
Ｂ時程４時間授業(区研修会のため)
発育測定(若竹)

１７

本村すこやか会

木

全校読み聞かせ 発育測定(５年)
避難訓練(２次避難)

１８

金

Ｂ時程５時間授業(漢字検定のため)
発育測定(４年) 漢字検定(６校時)

主幹養護教諭

１９
２０
２１
２２

保健室に腹痛を訴えてくる
子供たちの中には、便秘によ
ることも多く、排便を促した

土
日
月
火

土曜時程４時間授業 学校公開 書初め展(始)
全校朝会
発育測定(３年) 西町インターとの交流(２年)
校外学習(4 年) クラブ 愛のはがき運動(始)

り、ベットで休んだりすることで、腹痛が

高陵アカデミー書初め展(始)

軽減することもあります。子供の腸内環境
を整えることは、将来の疾病予防や認知症

２３
２４

水
木

２５

金

２６
２７
２８

土
日
月

Ｂ時程 昔遊び名人交流会(１年･若竹)
Ｂ時程５時間授業(会議のため)
発育測定(２年) 校外学習予備日(４年)

予防にも繋がっていくと考えられます。
今年度の本村すこやか会は、肛門外来専

４時間授業(研究授業のため) 発育測定(１年)
音楽朝会 書初め展(終) 愛のはがき運動(終)

門の本校内科校医草間 香先生の講演会を
予定しています。ぜひ、ご参加ください。

高陵地区委員会餅つき(高陵中)
全校朝会 ５時間授業(会議のため)
高陵アカデミー書初め展(終)

２９

火

「お腹も、おしりも、心もスッキリ快適に！！」

初釜(若竹)

講師 草間 香先生
草間かほるクリニック医院長
院長
日時 平成３１年１月３０日（水）
１４時～１５時

場所 本村小学校１階 ランチルーム

児童集会 ４時間授業(研究授業のため)

３０
３１

水
木

Ｂ時程 本村すこやか会(学校保健委員会)
Ｂ時程４時間授業
(高陵中学校研究発表会のため)

☆放課後遊び
※天候などの関係で予定が変更になることがありま
すのでご了承ください。
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