５月号

令和元年５月７日（火）
あいさつ

返事

ありがとう しっかり聞いて

港区立赤羽小学校
ていねいな文字

校長 宮﨑 直人
木々の緑が目に鮮やかな季節となりました。さわやかな風と暖かな日差しに、身も心も生き生きしてく
るような感じがします。新年度が始まって約一か月が経ちました。子供たちは、新しいクラスや先生にも
慣れて、休み時間には、友達と楽しく遊ぶ姿が見られます。
４月２０日（土）には、
「１年生を迎える会」がありました。上級生は、花のアーチや歌などで歓迎し
ました。１年生も、大きな声で歌ったり、お兄さん、お姉さんへの言葉をしっかりと言ったりすることが
できました。
そして、４月２２日（月）からは、１年生が全校朝会の仲間入りをしました。全校朝会では、校長講話
として、赤羽小学校の学習や生活のめあてである、「あいさつ 返事 ありがとう しっかり聞いて て
いねいな文字」について話をしました。これらは、全ての学習や生活の基礎となるとても大切なことです。
○ 学校や地域で自から進んで挨拶をする。
○ 全校朝会・全校集会・日々の授業等において、人の話をしっかりと聞く。
○ 自分の考えを整理し、正しい言葉遣いで話す。
○ ノート等に丁寧に字などを書く。
子供たちが、これらのことをしっかりとできるよう、学校全体で、学習の規律や生活の規律を整えるととも
に、あらゆる機会を通じて、
「学習や生活のめあて」を達成できるよう、徹底を図ってまいります。

オリンピック・パラリンピック教育の推進
いよいよ来年は、東京オリンピック・パラリンピックです。４月１３日には、パラリンピックの開催
５００日前ということで、様々なイベントプロジェクトが行われました。本校でも、学校の玄関に、カウ
ントダウンボードを設置しています。体育委員の子供たちが担当し、日にちを変えています。
さらに、
「東京 2020 パラリンピックスポーツピクトグラム」が発表されたというニュースもありました。
下のピクトグラムは、いずれも、昨年度、赤羽小学校の子供たちが経験した競技です。何という競技でし
ょうか。
①

②

③

答えは、①「ボッチャ」
、②「ゴールボール」、③「５人制サッカー」（ブラインドサッカー）です。
昨年度の１・２年生は、
「ボッチャ」
、３・４年生は、「ゴールボール」、５・６年生は、５人制サッカーを体
験しました。いずれの競技も、日本代表選手にお越しいただき、教えていただきました。子供たちは、第一線
で活躍しているアスリートの話を実際に聞き、体験したことで、パラリンピックの競技への興味・関心がとて
も高まったようです。私も、
「５人制サッカー」の授業の後、ブラインドサッカーのワールドグランプリを見に
行きました。スペイン代表との試合でしたが、想像を超えるスピードと迫力に圧倒されました。本校に来てい
ただいた、加藤健人選手も試合で活躍していて、感動しました。
今年度も、様々な人々と触れ合い、実際に体験することができるよう、オリンピック・パラリンピック教育
の取り組みを進めていきたいと考えています。具体的には、近隣の大使館との交流や障害者スポーツの体験な
どを通して、多様性を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献できる児童の育成を図っていき
ます。ご家庭等においても、ぜひ、オリンピック・パラリンピックを話題にしていただければと思います。

1 年生

初めてが たくさんの 学校生活
1 年担任 鷲頭 功学 金井 彩乃 梅園 操枝

入学式の様子

１年生を迎える会の様子

給食の様子

休み時間の様子

４月８日（月）９９名のピカピカの１年生が赤羽小学校に入学しました。入学式では緊張していた児童もい
ましたが、日に日に笑顔で溢れるようになり、今ではニコニコ元気に挨拶をして教室に入ってきます。
１０日（火）から始まった給食。給食当番の仕事にも慣れて、友達と協力しながら用意、片付けをしていま
す。給食を楽しみにしている子も多く、
「おいしい」と何度もおかわりをしている姿が微笑ましいです。
１２日（金）からは、校庭での外遊びが始まりました。待ちに待った外遊びです。外に出て元気に走り回っ
ています。初夏を思わす気候の中、汗をいっぱいにかいて教室に戻ってきました。外遊びをする中で新しい友
達も日に日に増えていっています。
２０日（土）には、
「1 年生を迎える会」がありました。赤羽小学校の一員として温かく迎えてもらいまし
た。１年生は、呼び掛けと歌でお礼の気持ちを伝えることができました。練習の成果をしっかりと発揮するこ
とができました。
様々なことを経験することができ充実した一か月でした。５月には、遠足や消防写生会などの様々な行事が
予定されています。初めてのことが多いですが、その分、多くの学びがあり、その度一回りも、二回りもと大
きく成長をしている１年生です。
これからも友達と楽しく仲よく学習や生活ができるよう、担任一同頑張ってまいります。１年生をこれから
もよろしくお願いします。

１年生を迎える会
特別活動担当 上野 妙子
４月２０日(土)に、講堂で１年生を迎える会を行
いました。１年生を迎える会は、１年生に入学した
喜びを味わわせ、赤羽小の一員としての意識をもた
せるとともに、在校生に上級生としての自覚をもた
せ、協力して１年生の入学を祝う自主的・実践的な
態度を育むことをねらいとしています。
今年度初めての集会ということもあって、代表委
員の児童は緊張した様子でしたが、短い期間で集中
して練習し、当日は立派に進行を務めていました。
１年生も声を合わせて元気よく、仲間入りの言葉を
言うことができました。在校生の「WA になってお
どろう」
、１年生の「１年生になったら」
、全校の校
歌の明るい歌声が講堂に広がる、笑顔あふれる集会
となりました。

少人数指導について
算数少人数担当 江原 美沙
２年生から６年生は、算数の授業の時間にコース
に分かれて学習を進めています。各学年の学級担任
に算数専科を加えて、２クラスの学年は３コース展
開、３クラスの学年は４コース展開をしています。
「トライコース」では自力解決の時間に自分の考
えを式や図、言葉などを活用して表現し、友達と交
流することで、より多くの考えに触れて解答にたど
り着けるようにしています。どうしてその答えにな
るのかを説明できる子を育てます。
「マスターコース」では課題解決のための見通し
を一緒に確認してから取り組むことで、安心して自
分の考えをまとめられるようにします。自分の考え
を友達に伝え合うことで、理解を確実にします。
「クリアコース」ではコースの全員で一緒に考
え、一つ一つの問題にじっくりと取り組むことで、
確実な理解を促します。
※４コース展開の場合は、いずれかのコースを二つ
に分けて４コースにしています
コースを決める際には、学習単元ごとにレディネ
ステストと希望調査を行い、コースを決めていま
す。
どのコースでも、
「分からないことを分からない
ままにしない」ということに重点をおき、今後も数
学的な考え方を伸ばしていけるよう指導していき
ます。

給食がはじまりました！
栄養士 恩田 順子
学校給食では、子供たち一人一人の体と心の成長
を支えるために、安心安全で栄養のバランスがよい、
おいしい食事を提供しています。
今年度の給食がスタートした日から、子供たちは、
毎日何が出るのか、にこにこしながら話しかけてく
れます。
１年生は小学校で初めての給食です。「おいしい
～！」
「最高～！」と、とびきりの笑顔を見せてくれ
ます。マナーを身に付け、みんなで一緒に楽しく食
べて、健康な生活を送れるようにしてほしいと思い
ます。

セーフティ教室・引き渡し訓練について
生活指導部 蓮佛 幹博
５月１１日（土）の学校公開日にセーフティ教
室・引き渡し訓練も行います。 セーフティ教室は、
児童を取り巻く危険から、児童自身が安全につい
て学び、考え、自分の身を守る手立てを身に付け
ることをねらいとして行います。
本年度は東京都都民安全推進本部の方を講師に
お招きし、下学年に「考えよう！ネット・スマホ
とのかしこい付き合い方」
、上学年に「自分と友達
を守る！ネット・スマホの賢い使い方」の講演を
行い、情報社会におけるマナーやルール、ネット
やＳＮＳ上で陥りやすい様々なトラブル等を紹介
していただくとともに、具体的な防犯対策、万が
一にもトラブルに見舞われてしまった時の相談の
仕方などを教えていただく予定です。
引き渡し訓練は大規模地震が発生した際の対応
を教職員一同が確認するとともに、保護者の皆様
の理解を深めていただくことをねらいとしていま
す。児童の安全を第一に考え、迅速で確実な引き
渡しが行えるよう心掛けてまいります。大規模地
震はいつ発生するか分かりません。日頃からの備
えが重要です。保護者の皆様のご理解、ご協力を
お願いいたします。

５月の生活目標
「きまりをまもって生活しよう」
生活指導部
今月の生活目標は「きまりをまもって生活しよう」で
す。赤羽小学校では、
「赤羽のよい子」
「学びのやくそく」
「学習用具のきまり」など様々なきまりがあります。
「赤羽のよい子」では、わたしたちの生活についての
スローガンがのっています。
【あいさつ 返事 ありがとう
しっかり聞いて ていねいな文字】
このスローガンの下、日頃の生活の中で、心掛けるべ
きことを具体的に示しています。
①時刻を守って生活しましょう
②あいさつや返事をきちんとしましょう
③遊び場のわりあてを守って遊びましょう
④きまりを守って遊びましょう
⑤安全に気をつけて生活しましょう
これらは、どの学級も共通して指導しているものです。
きまりを守ることで気持ちよく安全に生活することがで
きます。
また、
「学びのやくそく」については、
①あいさつ ②返事 ③聞くとき ④話すとき
⑤書くとき について具体的にどのようにすればよい
か示しています。これらはどの学級でも共通して指導し
ているものです。これらを身に付けさせることにより、
より一層、学習に意欲的に取り組めるようにしています。
きまりを守って生活することにより、全ての子供たち
が気持ちよく安全に生活をするとともに、学習に意欲的
に臨めるよう、指導してまいります。

お知らせ
○年間を通して、必用に応じて、水分補給用の水筒の持
たせることができます。水筒の中身は水を入れてくだ
さい。よろしくお願いいたします。
特別支援教室の通級及び
学習支援員の配置の申込みについて
平成２８年度から、発達について気になる児童を対
象に、生活面や学習面での困難を克服・改善するため
の指導を行うために、本校において通級指導を行う特
別支援教室（あかばねルーム）を開室しています。
また、通常の学級の教室内での一斉指導において、
苦手な部分を補うために、個別的な支援を行うために
学習支援員を配置しています。
現在、これらの支援を受けておらず、今後、特別支
援教室の通級あるいは、学習支援員の配置を希望され
る保護者の方は５月３１日（金）までに、担任、特別
支援コーディネーター、または副校長に御相談くださ
い。
※２学期以降も継続して特別支援教室の利用や学
習支援員の配置を希望される保護者の方につき
ましても、５月３１日（金）までに、担任、特別
支援コーディネーター、または副校長に連絡して
ください。
副校長 日原 茂貴
特別支援コーディネーター 下山 達矢
連絡先：03-3451-1988

５月の行事予定
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日
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火
水
木
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金
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土
日
月
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火
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水
木
金
土
日
月
火
水

学校行事・予定等
天皇即位の日
国民の祝日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
振替休日
放送朝会
縦割り班活動
消防写生会(1･2 年、ひまわり)
遠足(1･2 年、ひまわり)
心臓検診(1 年･対象者)
学校公開
セーフティ教室・引き渡し避難訓練
全校朝会 委員会
消防写生会予備日 教育実習始
遠足(3･4 年、ひまわり)
開校記念集会 眼科検診
遠足予備日(1･2 年、ひまわり)
尿検査２次(対象者)
田植え体験(5 年)
合同遠足(ひまわり)

全校朝会 移動教室前日検診(6 年)
心臓検診(１次追加)
4 時間授業
3 年 2 組のみ 5 時間授業(研究授業)
移動教室始(6 年)
体育朝会
移動教室終(6 年)
学年行事(1 年)
全校朝会 クラブ
児童集会
午後授業あり(5/21 の授業)
耳鼻科検診(1･2･6 年、ひまわり)
耳鼻科検診(3･4･5 年)

30
木
31
金
※ 天候等により、予定を変更することがあります。
詳しくは、学年だより・学級だよりをご覧ください。

