９月の生活目標

９月の行事予定

「時刻・時間を守って生活しよう」
生活指導部
長かった夏休みが終わり、赤羽小に子供たちの元気な
声が戻ってきました。いよいよ２学期の始まりです。
さて、学期の始まりはとても大切です。寝苦しさや夜
更かしで朝早く起きることが苦手になっていたり、旅行
など楽しいイベントで生活時間が不規則になっていたり
する人もいるかもしれません。長期間の休みで変わって
しまった生活リズムを取り戻さなくてはなりません。
メジャーリーガーのイチロー選手は、シーズン中、毎
日同じ時間に同じ生活を送ることを心掛けているそうで
す。そうでないと自分のベストのパフォーマンスは発揮
できないと語っていたのを耳にしたことがあります。簡
単そうですが、すごく難しいことと思いました。スーパ
ースターの模倣はとてもできませんが、
「生活のリズムを
整えて生活する」ことは私たちにとって、自らの日々の
生活を充実させていく上で、大切なことだと考えます。
勉強の秋、スポーツの秋を実りあるものにするため規
則正しい生活を心掛けてほしいと思います。
今月の生活目標は「時刻、時間を守って生活しよう」
です。時刻、時間を守ることで、秋の学校生活を充実さ
せていきましょう。
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算数少人数で３～６年生を担当していた江原美沙
主任教諭が産休に入りました。２学期からは、八木佳
子教諭が担当します。
八木 佳子（やぎ よしこ）
３月にスラバヤ日本人学校勤務を終えて、帰国し
ました。算数のおもしろさや不思議さ、楽しさ等を
一緒に探しましょう。
「算数大好き」さんも増やし
たいです。
赤羽小の皆さんと会えるのを楽しみにしていま
した。早く仲よしになれるように願っています。

「旧かんぽ生命東京サービスセンター本館」解体工事
に伴う通学路の安全確保について
赤羽小学校校舎の西側にある「旧かんぽ生命東京サ
ービスセンター本館」の解体工事を行う予定であると
の連絡が、関係業者からありました。解体工事に当た
り、ダンプカー等の大型車両が出入りすることが予想
されます。
つきましては、児童の通学の安全確保を最優先に、
今後の対応を進めてまいります。今後、詳細が決まり
ましたら、改めて、手紙や緊急メール等でご連絡いた
します。
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学校行事・予定等
始業式 大掃除 4 時間授業
給食(始) 計測(6 年、ひまわり)
保護者会(1、3、4 年)
幼稚園児とのプール交流(5 年)
安全指導 計測(5 年)
午後授業あり(9/17 の午後授業)
計測(4 年) 避難訓練
保護者会(2・5・6 年、ひまわり)
計測(3 年) 水泳記録会(6 年)

令和元年９月２日（月）

港区立赤羽小学校

児童一人一人が楽しいと感じる体育
校長

宮﨑

直人

７月下旬頃から厳しい暑さが続き、８月に入ってから「猛暑日」が数多くあった夏休みでしたが、皆
様いかがお過ごしだったでしょうか。学校には、子供たちのにぎやかな声が戻ってきました。夏休みの
全校朝会 プール納め 計測(2 年)
委員会
計測(1 年)
委員会発表(給食委)
6 年 2 組のみ 5 時間授業
稲刈り(5 年) 着衣泳(6 年)
水泳指導(終)

思い出を楽しそうに話す様子や一回り大きく、たくましくなった姿から、充実した夏休みを過ごすこと
ができたのではないかと思います。
夏休み中、7 月 20 日には、「三田カーニバル」がありました。６年生（有志）が、オープニングパレ
ードに参加し、大勢の方々の前で堂々と演奏することができました。７月 22 日には、４年生（有志）が、
学校代表として、「平和まつり」に参加し、平和についてしっかりと学ぶことができました。8 月 20 日
～22 日は、５年生が夏季学園で箱根に行ってきました。協力・友情・感謝・挨拶をキーワードに、皆で
協力し合い、３日間を過ごすことができました。充実した３日間だったと思います。

敬老の日
4 時間授業
(ひまわり学級のみ 5 時間授業)
ユニセフ集会
歯科検診(1、6 年) ユニセフ募金(始)
4 時間授業(1 年 2 組のみ 5 時間授業)
指導課訪問
歯科検診(2、5 年、ひまわり)
プログラミング体験(3 年)

さて、７月頃から「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会まで、あと１年」ということが
盛んに報道されるようになりました。各地で１年前イベントが開かれたり、競技ごとに世界選手権等が
行われたりしています。選手が活躍する姿を見るたびにワクワクする気持ちになります。今月からは、
ラグビーのワールドカップも日本で開かれます。本校におきましても、今後も、オリンピック・パラリ
ンピック教育をますます充実させていきたいと考えています。
また、昨年度の「赤羽だより」２月号でもご紹介しましたが、本校では、一昨年度から校内研究とし
て「体育」の研究を行っています。校内研究は、児童の教育のために、教職員が共同で行う研究です。
児童の実態を捉え、より望ましい方向に育てるにはどうすればよいか、全ての教職員で考え、実践して

秋分の日
歯科検診(3、4 年)
どんぐりひろい(1・2 年、ひまわり)
ユニセフ募金(終)
オーストラリア海外派遣報告会
午後授業あり(9/30 の午後授業)

います。講師として、日本体育大学教授で、元文部科学省教科調査官の白旗 和也（しらはた かずや）

縦割り班活動(昼休み)
キューバ大使館交流(4 年)
学年行事(3、4 年)

ために、どのように単元を構成し、指導を工夫すればよいのか、どのような教材・教具を用いるとよい

28
土
29
日
4 時間授業(4-2 のみ５時間授業)
30
月
※ 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。

先生をお迎えし、ご指導をいただいています。
新しい学習指導要領に示されている、
「全ての児童が、楽しく、安心して運動に取り組むことができる
ようにすること」に関わる研究を進めてきました。運動の得意な児童はもとより、運動が苦手な児童や
運動に意欲的ではない児童にも運動の楽しさや喜びを味わわせ、運動することが好きになるようにする
のかを考えて授業を行っています。
そして、今年度は、研究テーマを「児童一人一人が楽しいと感じる体育」として、各学年及びひまわ
り学級で研究授業を行っています。授業の様子は、赤羽小学校のブログでも紹介しています。今年度も、
授業を工夫することによって、子供たちが、運動に笑顔で一生懸命に取り組む姿を見ていると、運動を
することが好きになってきていることを感じます。
昨年度と今年度は、港区教育委員会の研究奨励校を受けて研究を進めています。今年の１２月１３日
（金）には、研究発表会を行い、研究の成果などを発表する予定です。
研究発表会当日には、多くの保護者の皆様・地域の皆様にご来校いただき、これまでの研究の成果等
をご覧いただければ幸いです。また、保護者の皆様・地域の皆様には、研究発表会に関連して、様々な
ご支援・ご協力をお願いしたいと考えております。詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。ど
うぞ、よろしくお願いいたします。

地域の方や外部の指導員の方にご協力いただきました！
４年担任 川口 伸吾
４年生は、これまで地域の方や外部の指導員の方にご協力いただき、学習を進めてきました。社会科「く
らしをささえる水」の学習では、いつも使っている水道水がどのようにして安全な水になり運ばれてくるの
かを「水道キャラバン」の方に教えていただきました。その後、使った後の汚れた水が水再生センターでき
れいにしてから川に戻すことを「下水道キャラバン」の方に教えていただきました。これらの学習を通して、
「消防署や警察署と同じで、きれいな水が２４時間体制で届いているんだ。
」と気付く子もいて、私たちの暮
らしが多くの方に支えられて成り立っていることを学ぶことができました。
また、総合的な学習の時間では「平和について考える」学習を進めてきました。まず、
「平和」という言葉
から連想されることを考えました。
「争い（戦争）のない世の中」
「笑顔」「オリンピック・パラリンピック」
「
（学校に通えるなど）当たり前の生活が送れること」などの言葉が児童から出されました。そこで、地域の
方をゲストティーチャーとしてお招きし、戦時中の様子をお話していただきました。学校の近くにも防空壕
があったことや、命が大切にされなかった様子を知り、地域の方の「戦争は絶対にしてはいけない。
」という
お言葉から、子供たちも戦争の悲惨さ、平和を守ることの大切さを学びました。
２学期も、多くの方のご協力を得ながら、学習を深めていきたいと考えています。

港区小学校特別支援学級合同移動教室

夏季学園を終えて

ひまわり学級担任 辻 理恵子
ひまわり学級の４・５・６年生は、６月２６日
（水）から２８日（金）の３日間、箱根ニコニコ
高原学園に行ってきました。港区にある特別支援
学級がある４つ小学校（青山小学校、港南小学校、
本村小学校、赤羽小学校）の４年生以上の児童が
合同で行う移動教室です。４年生は、家族と離れ
て過ごす移動教室に不安や緊張を感じていました
が、昨年も経験した５・６年の上級生からアドバ
イスを受けながら、楽しく過ごすことができまし
た。特にお楽しみ会の出し物「ソーラン節」では、
他校からの掛け声を受けながら、力強く踊りまし
た。遠足や事前交流会などの行事で仲良くなった
他校の友達や先生に声を掛け、学校の友達以外の
人たちとの関わりを楽しみながら、朝の体操や食
事の準備、お楽しみ会のゲーム等に取り組んでい
ました。自分たちの力で過ごした３日間で学んだ
ことは多かったようです。学んだことを家庭や学
校の生活に生かし、成長していく姿を楽しみにし
ています。

５年担任 中澤 勇輝
５年生は、８月２０日（火）から２２日（木）に
かけて、夏季学園で箱根に行ってきました。今回の
夏季学園の大きな目標は、
「協力して生活し、より
よい友情を築く」ということでした。初めての宿泊
行事でしたが、一人一人が自分の身の周りのこと
や、係の仕事をしっかりと行い、充実した生活を送
りました。とても立派な態度だったので、教職員を
含め多くの方々にお褒めの言葉をいただきました。
３日間の中で、様々な体験活動を行いました。河
口湖フィールドセンターでは、大昔の火山の噴火で
できた洞窟に入る体験をしたり、芦ノ湖周辺の高台
に続く登山道を汗いっぱいになって登り、頂上の展
望台から雄大な眺めを目にしたりしました。キャン
プファイヤーでは、練習を重ねてきた各部屋での出
し物大会で大いに盛り上がりました。最終日には、
愛川レインボープラザで藍染体験をしました。仕上
がりの模様を決めて、白地の布に細工をし、藍の染
料に漬けて染めてお気に入りの作品を作りました。
夏季学園で学習した、協力する大切さや、相手を
思いやる気持ち、
挨拶などを２学期
の学校生活にも生
かしていけるよう
に継続して指導て
いきます。

三田カーニバル

ユニセフ募金

戦争体験談を聞いている様子
音楽専科 上野 妙子
７月２０日（土）に、三田納涼カーニバルオー
プニングパレードが行われました。そこに６年生
の有志が、赤羽小学校鼓笛隊として参加させてい
ただきました。当日は、パレードの直前まで小雨
が降っていましたが、沿道からの応援もあり、最
後まで元気に演奏することができました。
今回も「情熱大陸」など、運動会でも演奏した
２曲を、きちんと拍に乗って行進できるように練
習しました。今年はパレードの場所が変わり、ま
た運動会よりも長時間の演奏になりましたが、最
後までしっかりと演奏することができました。

水道キャラバンの様子

特別活動担当 百瀬 天音
赤羽小学校では、児童会によるユニセフ募金活動
を行っています。募金活動は、社会貢献の一環とし
てだけではなく、子供たちが「世界の人々が支え合
って生きていること」を理解し、積極的に社会に貢
献しようとする気持ちを育むことも目的としてい
ます。
今年は９月１８日（水）に代表委員会によるユニ
セフ集会を行い、１９日（木）、２０日（金）
、２４
日（火）の３日間に募金活動を行います。ぜひご家
庭でも募金の意義について話題にしていただき、活
動にご理解、ご協力をいただければ幸いです。

