６月の生活目標

６月の行事予定

「安全に気を付けて生活しよう」
生活指導部
運動会に向けて、子供たちは連日練習に励んでいます。
忙しくなってくると、走ってはいけないと分かっていて
も廊下を走ったり、遊び方のきまりを守ることが疎かに
なってきてしまったりすることがあります。そこで、今
月の目標は「安全に気を付けて生活しよう」としました。
教室移動の仕方など学校生活での基本的なきまりを改め
て確認し、安全に生活できるようにしていきます。
本校では、月１回、安全指導日を設け、校内の安全の
過ごし方を指導するとともに、校外での安全に対する意
識を高める取組を行っています。これから梅雨入りの時
期を迎え、雨の日に教室で過ごすことが多くなります。
そこで、６月は「梅雨時の安全」という内容で雨の日の
安全な過ごし方や雨の日の歩行などを指導していきま
す。
このように、学校では、安全教育を進めています。子
供たちに、危険を察知し回避する能力と他者や社会の安
全に意識できる学習や能力を育てています。内容は大き
く分けて「生活安全」
、
「交通安全」
、
「災害安全」があり
ます。先日行ったセーフティー教室や合同防災訓練とい
った学校行事もこの中に位置付けられています。
「生活安全」は、登下校、校内、家庭生活、地域や社
会生活などにおいて子供たちが安全に行動できるように
するための学習を行います。
「交通安全」は、道路の歩行と横断及び交通機関の利
用、自転車の安全な利用と点検・整備、二輪車・自動車
の特性と心得、交通事故の防止と安全な生活について学
習し、交通事故に遭わないように行動できるようにしま
す。
「災害安全」は、災害への備え、火災時の安全、地震
災害時の安全などについて学習し、安全な行動ができる
ようにします。
これらの学習は、保護者の皆様や地域の皆様との連携
が欠かせません。今後とも、安全教育へのご理解、ご協
力をお願いいたします。

お知らせ
○６月から夏用校帽（白）の着用になります。それに
伴い、記名のご確認をよろしくお願いいたします。
○学校から登録をお願いしている「港区緊急メール
配信システム」
（ＰＴＡメール配信システムとは別
です。
）に、未登録の方がいらっしゃいます。運動
会の実施・延期につきましても「港区緊急メール」
にて配信いたします。未登録の方は、登録手順書を
担任を通してお渡ししますので、ぜひご登録をお願
いします。
○「赤羽バンダナ」の購入についてのお知らせです。
「赤羽バンダナ」は、校外学習等で児童が着用して
います。失くしてしまった場合は、担任を通して副
校長 日原までご連絡ください。１枚３００円です。
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学校行事・予定等

全校朝会 運動会全校練習 委員会
運動会全校練習
運動会係打ち合わせ(5･6 年)
安全指導 運動会全校練習
運動会前日準備(5･6 年)
5 時間授業(1～4 年) 教育実習(終)
運動会
運動会予備日
運動会振替休業日
体力テスト(始) 避難訓練
体育朝会 プール前検診(全学年)
尿検査３次(対象者)
下水道キャラバン(4 年)
5 時間授業 脊柱側弯症検診(5 年)

全校朝会 プール開き クラブ
水泳指導(始) 縦割り班活動
歯科指導(1 年)
遠足(3・4 年、ひまわり)
こころの劇場(6 年)
午後授業あり(6/21 の午後授業)
ECO 赤羽ふれあい祭 PR 集会
特別時程 歯科指導(3 年) 通学路点検
4 時間授業
研究授業(5 年 2 組のみ 5 時間授業)
色覚検査(4 年希望者)
学校公開 ECO 赤羽ふれあい祭
全校朝会 咀嚼指導始(7/4 まで 2 年)
5 時間授業(全学年)
体力テスト一斉実施日
移動教室前検診(ひまわり)
放送委員会発表集会
特別支援合同移動教室(始)
研究授業(2 年 3 組のみ 5 時間授業)
特別支援合同移動教室(終)
体力調査(終) 地域安全マップ(3 年)

※ 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。

６月号

令和元年６月３日（月）

港区立赤羽小学校

心とからだを健やかに人のためになる赤羽の子
校長 宮﨑 直人
暑さが日ごとに増してまいりました。梅雨入りを間近に控え、紫陽花がひときわ鮮やかに咲く季節とな
りました。子供たちは、６月８日の運動会に向けて、毎日練習を積み重ねています。運動会にご来校いた
だき、子供たちに大きな声援をいただければ幸いです。
さて、来年度から新しい学習指導要領※が全面実施になります。
文部科学省は、今回の学習指導要領改訂の経緯として、次のように示しています。「今の子供たちやこ
れから誕生する子供たちが、成人して社会で活躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を迎えていると
予想される。生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用
環境は大きく、また急速に変化しており、予測が困難な時代となっている。また、急激な少子高齢化が進
む中で成熟社会を迎えた我が国にあっては、一人一人が持続可能な社会の担い手として、その多様性を原
動力とし、質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待さ
れる。」
「質的な豊かさを伴った個人と社会の成長」とは何でしょうか。このことについては、次のように述べ
ています。
「人工知能（AI）が自ら知識を概念的に理解し、思考し始めているとも言われ、雇用の在り方
や学校において獲得する知識の意味にも大きな変化をもたらすのではないかとの予測も示されている。こ
のことは同時に、人工知能がどれだけ進化し思考できるようになったとしても、その思考の目的を与えた
り、目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりできるのは人間の最も大きな強みであるということの再認
識につながっている。」
「人間の最も大きな強み」を生かすには、どのようにすればよいのでしょうか。
私は、子供たちが、将来、国際社会の中で、人々と助け合い協力しながら、自分の生き方をもち、たく
ましく生きていくために、日常の学習や生活の中で、自信をもち、主体的に、意欲的に学ぶことを通して、
自己肯定感や自尊感情を高め、他者を尊敬する態度を身に付けさせることが必要であると考えています。
そこで、本校では、今年度の重点を、昨年度と同様に、
自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができる児童の育成
「心とからだを健やかに人のためになる赤羽の子」

として、学校経営を進めています。
このような子供たちを育てるためには、日常の生活や学習の様々な場面で、目標をもって課題に挑戦し、
達成感を味わわせるという経験や、他の人の喜びや悲しみを理解し、その人の立場に立って考えるといっ
た経験を積み重ねることが必要です。
子供たちが、他の人たちとの豊かな関わりや様々な体験などを通して、自尊感情や自己肯定感、他の人
を尊敬する態度を育成するとともに、助け合いや思いやりの心、多様性への理解、違いを認めて受容する
能力、協力的・建設的に問題解決に取り組む能力、コミュニケーション能力など、児童が、
「自分の大切
さとともに、他の人の大切さを認めることができる」ようになるために、必要な様々な資質・能力を育ん
でいきたいと思います。
その中でも、特に、学校での学習や生活の様々な場面で考える機会をつくり、子供たちに、
「他の人の
立場に立ってその人に必要なことやその人の考えや気持ちなどが分かるような想像力、共感的に理解する
力」をつけさせたいと考えています。
※「学習指導要領」とは
全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、
各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準を定めています。これを「学習指導要領」といいます。

最高学年としての２か月間
６年担任 神村 和輝

しっかり見て描いた 消防写生会
三好 結子

運動会鼓笛隊練習の様子
拍に合わせて中太鼓を
叩く練習をしました。

互いの音を聞きながら指
使いの確認をしました。

1 年担任 梅園 操枝
５月８日（水）に芝消防署のご協力により、1
年、２年、ひまわり学級は、
「はたらく消防の写生
会」を行いました。校庭に救急車、はしご車、ポ
ンプ車が登場したときに、子供たちは「大きい」
「か
っこいい」と大興奮でした。画用紙に大きく、よ
く見て描くことをめあてにして、のびのびと描く
ことができました。
ホースを持った消防士の方や消防車の窓や扉な
ど、細かい部分をよく見て描いていました。最後
に、消防士の方が、はしご車のはしごが４０メー
トル伸びることを教えてくださり、はしごを伸ば
してくださいました。校舎より高く伸びたはしご
を見て「すごい」と皆で感激しました。はたらく
消防車の素晴らしさを改めて感じた一日でした。

１・２年合同遠足
１年担任 鷲頭 功学
５月９日（木）に、１年、２年、ひまわり学級
合同で林試の森公園に遠足に行ってきました。公
園に着いてからは縦割り班で活動し、オリエンテ
ーリングや班遊びをしました。
２年生は２回目の林試の森です。しっかりと班
の１年生をリードする姿に頼もしさを感じまし
た。１年生は初めての遠足を心から楽しんでいる
様子でした。一緒に過ごすことで１・２年生は、
より仲良くなりました。
今後も１・２
年生で活動する
機会を予定して
います。これか
らも絆が深まる
ことを楽しみに
しています。

合同遠足 他校との交流

箱根移動教室の様子

グループで体験活動
や見学をしました。

田植え体験学習
５年担任 中澤 勇輝

ちょうちん作りに
挑戦しました。

最高学年になって２か月が経ちました。この２か月の間に、入学式、１年生のお世話、縦割り班活動、委員
会活動、そして箱根移動教室、と様々な行事を行ってきました。６年生にとっては、内容の濃い２か月になっ
たと思います。全ての行事に共通して言えることは「仲間と共に活動している」ということです。
運動会の鼓笛隊は自分の演奏したい楽器を選び、オーディションをして決めました。自分の選んだ楽器で演
奏できる児童もいればそうでない児童もいます。それでも結果を受け入れ、
「鼓笛隊の成功」を目指し、休み
時間も声を掛け合いながら練習をしている姿は大変立派です。運動会での子供たちの様子を楽しみにしていて
ください！！
箱根移動教室は、６年生最初の大きな行事で子供たちにとっては最大の行事だったと思います。全ての行程
がグループ活動で苦労する場面が見られました。
「自分は違う所にいきたいのに、班のメンバーはまだ見学を
したい」など様々な感情を抱いていたようですが、最終日には折り合いを付け、協力して行動することができ
ました。今後の学校生活でも「仲間と共に活動する」事はたくさんあります。様々な行事を通して成長してい
く６年生の姿に期待していてください！！

５年生は、５月１７日（金）に静岡県小山町に
て、田植え体験学習を行いました。
農家の方々に教えていただきながら、まっすぐ
に張られたロープを目印に、丁寧に苗を植えまし
た。初めて田んぼに入った子供が多く、泥に足を
取られて転ばないように慎重に行っていました。
初めての泥の感触に驚いていました。
昼食は、地元の方々の手作り料理を美味しくい
ただきました。一所懸命働いた後の食事は、本当
に美味しかったようです。
今後は、小山町と連絡を取りながら稲の成長の
様子を観察し、秋には稲刈りを体験する予定です。

ひまわり学級担任 辻 理恵子
５月１７日（金）に青山小学校のあすなろ学級、
本村小学校の若竹学級、港南小学校のわかば学級と
本校のひまわり学級、四学級の合同遠足で都立砧公
園へ行ってきました。
とてもよい天気の中、じゃんけん列車などの遊び
で交流し、他校の友達と誘い合ってお弁当を食べま
した。昼食後は、遊具で遊びました。ターザンロー
プにチャレンジしたり、船型のアスレチックの滑り
台を滑り降りたりして、楽しんでいました。学級の
友達だけではなく
他の学校の学級と
の仲を深めること
ができた一日とな
りました。今後も
移動教室や運動会
で交流していきま
す。
新しく着任した先生の紹介
飯塚 なつき（いいづか なつき）
５月から赤羽小学校に着任しました栄養士の飯塚なつ
きです。子供たちの心と身体が急成長する大切な時期を
給食を通して支えていきたいと思います。
安全で、栄養たっぷりの美味しい給食を提供したいと
思います。よろしくお願いいたします。
サイエンスアシスタントが決まりました。横田 政道(よ
こた まさみち)さんと、藤井 興(ふじい こう)さんで
す。よろしくお願いいたします。

