港区立本村小学校だより

先月の取り組み
Enjoy music project

二分の一成人式

音楽専科

４年担任

質の高い演奏や舞台芸術を鑑賞する機会を充実

今年度の二分の一成

させる取り組みとして、区内の４年生を対象とし

人式は、学習のスター
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ｍｕｓｉ

ト時に子供たちと話し
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行いました。今回は「声の響きを楽しもう」とい

ち上げて児童が主体と

うテーマで、会場内で児童の声を重ねたり、合唱

なって計画・実行しま

団の方と一緒に歌ったりとしました。いろいろな
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声部の違いに気付き、コンサートでその響きを楽

初めての経験でしたが、子供たちは一生懸命

しみながら、鑑賞曲の面白さを感じられたと思い

に感謝の気持ちを示すためのプログラムを考え

ます。

ました。本番では、大変緊張した様子でしたが、

ホールに入場する

スピーチ、思い出、保護者への手紙など手作り

際にはチケットを提

感満載のとても素敵な式となりました。自分た

示したり、案内を受

ちの夢や歴史がつまっ

けたりして、コンサ

た装飾の前で家族に手

ートマナーを学ぶの

紙を読みました。とて

にも大変良い機会と

も感動的な場面が至る

なりました。

所で見られ素敵な時間
でした。

西町インターとの交流

幼稚園との交流給食

２年担任
1 月２２日に、西町インターナショナルスクール

５年担任
２月７日に、本村幼稚園・はと組の園児と５

の児童を本村小学校に招き交流を行いました。生

年生との本年度最後の

活科の授業で学習した「むかしあそび」を一緒に

交流給食がありました。

行いました。はねつき

小学校の給食時間内

やけん玉などの６つの

に食べ終わることがで

ブースに分かれて、やり

きるように最初に「も

方などを説明します。

ぐもぐタイム」をとりました。しっかり食事に

教えたり、一緒に活動

集中する時間を作ることで、その後、子供同士

したりして楽しい時間

が楽しく会話しながら時間通りに給食を終える

を過ごしました。

ことができました。

２月１９日は、２年生が、西町インターナショ
ナルスクールに行きました。グループごとに新聞
紙やストローなどの材料を使い、タワー作りを行
いました。高く積み上げることと、協力してでき

給食の後は、園庭で一緒に楽しく遊び、園児
を遊ばせている様子がありました。
この４月から５年生は６年生。新入生を迎え
る立場になります。

ていることの２つを

はと組さんとの１年

グループごとに競いま

間を通しての交流

した。２回の交流を通

は、５年生にとって

して、仲を深めること
ができました。

も良い関わりとなり
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委員会・クラブ紹介
イラスト・漫画クラブ

科学・実験クラブ

担当

担当
科学・実験クラブでは、
「どうなっているんだろ

イラスト・漫画クラブでは、１学期は自由に

う。
」と感じる身近な不思議に、じっくりと向き合イ イラストや漫画を描きました。もっと絵が上手
って実験をして調べるクラブです。始めは難しそ に になりたいという意見から、２学期は「ワンポ
うと言っていた児童も、説明を聞いたり、同じ班

イントレッスン」として、児童自身も説明をし

の６年生が実験しているのを見たりしている間

て絵の練習をする時間が設定されました。３学

に、どんどん挑戦するようになりました。今年度

期は、今まで描いたイラストの中でお気に入り

最後のクラブ活動は『象のハミガキ粉』
。どこの家

の物をプラ板にする活動に取り組みました。

庭にもある食器洗い用洗剤に、少し液と粉を混ぜ
ただけで、不思議な泡が溢れてきます。
つい「うわーっ！」
とみんな声を上げて、
夢中になって見て
いました。

今月の取り組み
卒業に向けて
卒業式委員会

卒業と進級を祝う会
若竹学級

昨日の６年生を送る会では、６年生が５年生に

若竹学級では３月８日（金）に、
「卒業と進級

校旗を引き継ぎました。
いよいよ６年生の卒業

を祝う会」を計画しています。この会の目的は、

が近づいていることを

今年一年を振り返り自分の成長を家族や仲間と

強く感じる一幕でした。

共に喜ぶことと、成長には家族の支えがあった

在校生は、６年生に

ことに気付き感謝することです。一人一人が頑

お世話になったことや、

張ったことをスピーチしたり、練習した歌や和

見習いたい良い点を振り返り、感謝の言葉にして

太鼓を披露したり、家族への感謝の気持ちを伝

伝えました。６年生は、これから小学校生活の締

えるプレゼントをしたりします。そして、最高

めくくりとなる卒業式を迎えます。

学年として学級のリーダーを務めた６年生の卒

６年生の保護者の皆様におかれましては、お子

業を祝い、リーダーの引き継を行う会でもあり

様の１２年間の成長が、また小学校に入学してか

ます。たくさんの保護者の方の前で話すのはと

らの６年間を思い出され、万感の思いで過ごされ

ても緊張する場面ですが、頑張ってやり切って

ていることと拝察いたします。

家族や仲間に褒められることが、次の力につな

もうすぐ卒業式の練習が始まります。６年生が

がっていきます。進級、進学に向けてのこの大

最後の立派な姿を見せてくれることと期待してい

切な取り組みを成功さ

ます。３月２２日に迎える卒業式は、厳粛でおご

せることができるよう、

そかな中でも温かい雰囲気で子供たちを送り出せ

練習や準備に真剣に取

るよう、在校生の代表で式に参列する５年生と共

り組んでいます。

にしっかり準備を進めていきたいと思います。
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３月の予定

３月の生活指導
「一年間をふりかえろう」
生活指導
最近、校門で立っていると「おはよう
ございます」と元気よく挨拶してくれる
子供たちが増えています。大変気持ちが
いいです。今月はぜひ「本村スタンダー
ド」に書かれているきまり
について振り返ってみてく
ださい。
今月の重点目標
・自分のめあてをふりかえろう。
・本村スタンダードを守ることができた
かふりかえろう。
・校内、室内の整理整とんをしよう。
・計画的に荷物を持ち帰ろう。

食物アレルギー対応について
栄養士
平成 31 年度より、港区内で共通の「区立幼稚
園・小中学校における食物アレルギー対応マニ
ュアル」が施行されます。それに基づき、本校
でも、このマニュアルに従い、食物アレルギー
対応を行うことになりました。
本マニュアルでは、アレルギー原因食物の完
全除去を原則とすることや、
「そば」
「落花生」
「ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ、くる
み、ペカン、ピスタチオ、マカダミア)」
「キウ
イフルーツ」は給食で使用しないこと等、安全
性を最優先とした取組が、第一として、定めら

心・安全な学校給食を実施
するため、これからもご理
解・ご協力をお願いします。
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本校で実施してきた、従来の食物アレルギー
すが、港区内で共通して安

金

Ｂ時程 ４時間授業（１～５年）
謝恩会（６年）

全校朝会 校外学習（3 年 氷川神社）
朝読書 委員会
Ｂ時程
朝読書 保護者会（１･２･３年）
５時間授業（３年）幼稚園交流（４年）
朝読書 卒業と進級を祝う会（若竹）
保護者会（４･５年、若竹）

全校朝会
Ｂ時程（会議のため）
Ｂ時程
音楽朝会
全校読み聞かせ
土曜時程４時間授業

☆
☆

全校朝会 ５時間授業（１～４･６年）
卒業式会場設営（５年 ６校時）
朝読書 ４時間授業（１～４年）
卒業式予行練習（５･６年）
給食終了 大掃除
春分の日
卒業式 １~４年生は学校休業日

Ｂ時程４時間授業 修了式
春期休業日（始）

４月

れています。
対応とは異なる点もありま

１

金

入学式演技練習（２年）
入学式等準備（５年）

６ 土
７ 日
８ 月 着任式、始業式、入学式
☆放課後遊び
※天候等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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