港区立本村小学校だより

先月の取り組み
運

動 会

特別支援教室合同遠足

運動会委員長

若竹学級

快晴の中、５月２５日（土）に令和初めての
運動会を行うことができました。熱中症等の不
安もありましたがテントや飲料水の工夫もあ
り、大きな事故や体調不良を防ぐことができま
した。
表現活動では、低学年がドラえもんダンス。
中学年は令和ダンス。高学年はダンスと組体
操。児童一人一人が個性あふれた表現活動とな
りました。
リレーの選手は、当日までにたくさんの練習
を重ね、代表として素晴らしいレースを見せて
くれました。
応援団は毎朝練習に励み、当日は徒競走や団
体種目でも最前線で応援し、運動会を盛り上げ
てくれました。５・６年生は係の仕事に一生懸
命取り組み大変立派でした。片付けを手伝って
くださった卒業生・保護者の皆様、本当にあり
がとうございました。

５月１７日（金）に、港区の特別支援学級４校
の児童（赤羽小学校ひまわり学級、青山小学校あ
すなろ学級、港南小学校わかば学級）と都立砧公
園へ遠足行きました。
行く前に子供たちに「なんで、４校の友達と遠
足に行くの？別に若竹学級だけで遠足に行けばい
いじゃない？」と聞きました。すると子供たちか
ら「友達を増やしたいから」
「たくさんの友達と仲
良く遊びたいから」と意見が出ました。友達を増
やしたり、たくさんの友達と遊んだりすることを
楽しみに遠足へ行きました。
また、事前に自己紹介カードを作成して他の学
校の友達に送ったり、他の学校の友達から「一緒
にお弁当を食べよう」
「一緒に遊ぼう」といったお
手紙をもらったりしました。当日は、天気にも恵
まれ、充実した時間を過ご
せました。

今月の取り組み

グリーンピースのさやむき

道徳地区公開講座

１年担任

道徳担当

１年生の生活科の学習で、グリンピースのさやむ
き体験をしました。栄養士の中野先生に、グリンピ

今年度も埼玉学園大学の藤枝静暁先生をお

ースについてのクイズを出してもらい、楽しみなが

招きして、講演会を行います。本校で力を入

ら野菜について学ぶことができました。グリンピー

れている「ソーシャルスキル」
（集団行動を上

スのさやの中にかわいい丸い実が入っているのを見

手に営むためのスキル）についての講演です。

て、何個実が入っていたかをグループの友達に目を

「相手の立場になって考えて、判断し、行動

輝かせながら話す姿も見られました。また、給食時

する」ことについて地域・保護者の方々と一

には「自分たちでむいたから、グリンピースご飯は
普段のご飯よりおいしい気がする」と、子供たちは
とてもうれしそうに食べていました。旬の野菜に親

緒に考えていきたいと思います。たくさんの
ご参加をお待ち
しております。

しむ良い機会になりました。

【日程】６／８（土） ＜道徳授業地区公開講座＞
〇３校時 １０時１５分～
・道徳授業公開（各学級教室）
〇４校時 １１時０５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）
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委員会・クラブ紹介
生活委員会

料理・手芸クラブ
料理・手芸クラブ担当

生活委員会担当
生活委員会では、５年生と６年生が協力して本村

料理・手芸クラブは６年生３名、５年生３

小学校をより良くするために何ができるのかを話し

名、４年生５名の１１名です。３グループに

合っています。毎月１０日と２０日に実施している

分かれて活動を行います。子供たち自身でレ

「あいさつデー」では、１年生から６年生までの全

シピを調べ、それを基に活動を行います。

児童が自分から挨拶ができるようにと生活委員会の

初めての活動はクレープを作りました。グ

児童が玄関や校庭の入り口で「おはようございます」 ループ内で効率よく進められるように相談
や「こんにちは」と元気いっぱいのあいさつをして

し、協力して作業しました。調理器具を準備

くれています。
「目を見てあいさつすると答えてくれ

し手順通りに作り、実食して片付けまで、時

る」や「笑顔であいさつができてうれしい」など、

間が足りないくらいです。振り返りでは作業

自分たちの活動を振り返りながら取り組んでいま

の仕方に反省点が多かったようです。それを

す。子供たちが自分から挨拶ができるようになるた

次回に生かして、安全に楽しく活動できるよ

「みんなで協力して作った
めに必要なことを考え、実践していくことを通して、 うにしていきます。
一人一人の思いやりの心を育てていきたいと願って

クレープの味はとても美味しかった」という

います。
「自分たちの学校を自分たちの手でより良く

感想が多かったです。

しよう」を合言葉に頑張っています。

今月の取り組み
なかよし班について

水泳指導について

特別活動委員会
「なかよし班」とは、１年生から６年生で構
６月１７日(月)より、体育で水泳の学習が始
成する縦割り班です。なかよし班での活動を
まります。水に慣れ親しむことや基本的な泳法
通して、異学年の児童の交流を深めることを
を習得することを目標にして、９月の第２週ま
ねらいとしています。高学年の児童は、学校
で行います。全児童が水泳での自分の目標を立 全体のリーダーとしての自覚を高めていきま
て、前向きに取り組んでほしいと願っておりま す。６年生は、昼休みに行うなかよし班遊び
の計画を立て、班担当の先生と打ち合わせを
す。
しながら準備を進めていきます。
また、児童には水泳学習における安全が第一
第１回目のなかよし班活動は、６月３日
であることを伝えるとともに、教職員もプール
（月）２時間目に行われます。顔合わせとと
での安全講習、緊急時の対応訓練などを実施し、 もに、１年間を楽しく交流ができる期待をも
って６年生が計画・準備をしています。
「事故ゼロ」を合言葉に取り組んでいきます。
体育部
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６月の予定
１
２
３

土
日
月

全校朝会

なかよし班活動

４

火

体育朝会

委員会

５

水

B 時程

６

木

５年遠足

① 朝会、集会に遅れずに集まろう

７

金

朝読書

② チャイムが鳴ったら教室にすばやく戻ろう

８

土

学校公開① 道徳地区公開講座 １年親子レク
校庭開放（ＰＭ）

９
１０

日
月

６月の生活指導
生活指導部
今月の生活目標

時間を守って生活しよう
努力目標

歯科健診（１・３・５年）

体力調査
４年交流給食

歯科健診（２・４・６年）心臓検診二次

③ ８時２５分までに教室に入り、着席しよう
④ 廊下や階段で遊ばないようにしよう
学校生活は、時間でスケジュールが決ま

脊柱側弯症検診（５年）

全校朝会

学校公開②

あいさつデー

１１

火

っています。お互いが協力し合い、楽しい

１２

水

B 時程４時間授業

１日になるようにしていきたいと思ってい

１３

木

B 時程

ます。

１４

金

体力調査終

１５
１６
１７

土
日
月

全校朝会 ３年自転車教室 水泳指導始

１８

火

クラブ

１９

水

B 時程

２０

木

児童集会

２１

金

全校読み聞かせ 脊柱側弯症検診（追加）
アカデミー研究授業日（本村幼稚園）

２２
２３
２４

土
日
月

全校朝会

５年美しい日本語講座

時間帯で、本年度第１回目の通学路点検を行い

２５

火

音楽朝会

若竹移動教室事前健康診断

ます。本校 PTA、港区麻布総合支所、港区教育

２６

水

B 時程

委員会学務課、麻布警察署の方々にもご参加・

２７

木

ご協力をいただきます。保護者の方々にも先日

２８

金

配布させていただきました、参加票をご提出い
ただければと思います。お忙しい中とは存じ上

２９
３０

土
日

げますが、通学路を実際に歩いていただくこと

時程変更のお知らせ

通学路点検
生活指導部
６月１３日（木）１５：００～１５：４５の

朝読書

尿検査三次

通学路点検

５年遠足予備日

研究授業（２年２組）

☆

避難訓練（集団下校）
☆

☆

特別支援学級合同移動教室始
特別支援学級合同移動教室

☆

特別支援学級合同移動教室終

☆

☆…放課後遊び

で、より安全な子供たちの登下校につながれば

通常時程

５時間授業 １４：３０下校予定

６時間授業

１５：３０下校予定

と思います。

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

１４：４０下校予定

４日（火）委員会のため
５時間授業

１～４年生

６時間授業

５・６年生

１２日（水）B 区研究会のため
４時間授業 全校児童
１３日（木）Ｂ通学路点検のため
５時間授業

１・２年生

６時間授業 ３～６年生
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１４日（金）研究授業のため
５時間授業 ２年２組
４時間授業 その他の学級
１８日（火）クラブ活動のため
５時間授業 １～３年生
６時間授業 ４～６年生
２１日（金）
アカデミー研究授業のため
４時間授業

全校児童

