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４２日間の夏休みが終わりました。学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。
今年の夏は連日猛暑となり、皆様方それぞれに体調の管理にはずいぶんと気を遣われた
のではないでしょうか。６月から始まった校庭の人工芝への改修工事も８月中に完了し
ました。今まで使っていた校庭の表面が、重機によってアスファルトに、そして土に変
わり、人工芝が敷き詰められました。暑い最中、工事に携わってくださった方は大変だ
ったと思います。また、プールのシャワーも温水が出るようになりました。プールの使
用は、校庭の改修工事の関係で、二学期はできませんが、来年度からは使用が可能とな
りました。
９月３日（月）には、校庭の「リニューアルセレモニー」を行います。校庭を新しく
していただいたことに感謝し、大切に使用していこうとする気持ちをもたせたいと思っ
ています。子どもたちの歓声が、聞こえてくるようです。子どもたちの笑顔が見られる
のを楽しみにしています。また、１０月２７日（土）に保護者・地域の皆様へのお披露
目を兼ねて運動会を行います。近くになりましたら、ご案内を差し上げますが、多くの
皆様にお越しいただければと思っています。
先日、村林平二先生のご家族からお手紙をいただきました。村林平二先生を知ってい
る子どもたちはいないと思います。村林先生は、昭和２２年から３２年まで本校にご在
職でした。音楽を教えていたと聞いています。２年生以上の子どもたちは、先生の名前
を知らなくてもある曲には記憶があると思います。それは、
「運動会の歌」です。村林先
生は、この運動会の歌を作曲された方なのです。お手紙には、昭和２４年に作曲した歌
が、今でも青南小学校の子どもたちに歌い継がれていることへの感謝と、また、青南小
学校が伝統を大切にしていることへの喜びが綴られていました。ご家族には、楽譜と歌
詞をお送りしました。運動会の当日、作曲された村林先生に思いをはせ、歌い継がれて
きたことへの誇りと、そして、次につなげるという思いを込めて子どもたちに歌っても
らいたいと思います。運動会の練習が始まってくると、きっと子どもたちも家に帰って
口ずさむと思います。歌詞をご存じでしたら、一緒に歌っていただけると嬉しいです。
１学期は、
「自分を愛し、自分を敬う」ことを子どもたちに考えさせてきました。２学
期も子どもたち一人一人に、自信をもって何事にも取り組むこと、自分のよいところは
これだと明確にできることを目標に、教職員一致して指導に当たってまいります。
子どもたち一人一人の健康に留意しつつ、教育活動に取り組みます。皆様方のお力添
えをよろしくお願いいたします。
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９月の生活目標

《９月行事予定》
1 日(土)

3 日(月)

生活指導部

土曜授業⑥
Ｂ時程 4 時間授業
（わくわくタイムなし）
始業式 教科書配布
避難訓練
全校朝会

【規則正しい生活をしよう】
長い夏休み、約束を守って、元気に過ご
すことができたでしょうか。
９月の生活目標は、「規則正しい生活を

校庭リニューアルセレモニー

しよう」です。夏休み中、夜ふかしや朝寝

安全指導 給食始まり
5 日(水) Ｂ時程 委員会
6 日(木) 読書タイム

坊が続いてしまったという人もいるので
はないでしょうか。一度生活リズムが乱れ

校外学習(2 年)町たんけん

7 日(金)
10 日(月)

てしまうと、元に戻すのに時間がかかるも

水泳記録会(6 年)
夏休み作品展始
全校朝会 測定(1・2 年)

のです。今月は、自分で意識して早寝、早
起きを心がけ、朝ご飯をしっかりとって登

校外学習(2 年)町たんけん

11 日(火)
12 日(水)

測定(3・4 年)

校できるように、生活リズムを整えてほし

校外学習(2 年)町たんけん

いと思います。

Ｂ時程

4 時間授業

２学期は１年で最も長い学期です。９月

(研究授業のため 1-3 のみ
5 時間授業 下校 14:30 頃)

13 日(木)
14 日(金)
17 日(月)
18 日(火)
19 日(水)
20 日(木)
21 日(金)

22 日(土)

24 日(月)
25 日(火)
26 日(水)

の初めは、まだまだ暑い日が続くと思いま

Ｂ時程
測定(5・6 年)
校外学習(3 年)青山公園
敬老の日
放送朝会
校外学習(5 年)静岡県小山町
Ｂ時程
クラブ活動
読書タイム
お話ポケット
セーフティ教室(3 年)
学校公開
薬物乱用防止教室(6 年)
竹箸作り(1 年)
セーフティー教室(1 年)
土曜授業⑦
わくわくタイム
学校公開
夏休み作品展終
セーフティ教室（4～６年）
振替休日
放送朝会
縦割り班活動④
Ｂ時程 4 時間授業

す。充実した日々を過ごすためにも、まず
は生活リズムを整え、元気に楽しく２学期
をスタートさせていきましょう。
セーフティ教室
～自分の安全は自分で守ろう～
生活指導部
本校では、子供達に自分で自分自身を守
る力を付けることを目的としてセーフティ
教室を行っています。
本年度は、１～３年生はアルソックの
方々からのお話や実際の場面ではどのよう
な行動をとればよいのかを教えていただき
ます。４～６年は、ＬＩＮＥ株式会社の方
から、スマートフォンやＳＮＳ等の正しい
扱い方や、危険な場面に出会わないように
するために大切なことについて教えていた
だきます。

（研究授業のため 5-1 のみ
5 時間授業 下校 14:30 頃）

27 日(木)

28 日(金)

学校公開に合わせて実施しておりますの

読書タイム
校外学習(1 年)代々木公園

で、保護者の皆様にもご参観していただき、

校外学習(2 年)町たんけん

各御家庭で話題にしていただければと思い

代表委員会⑤
4 時間授業 体育朝会

ます。2 年生のセーフティ教室の日程につき
ましては調整中です。
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〔２年〕
トマトパーティー
７月７日に、１学期の間大切に育ててきたミニトマトを使い、トマトパーティーをしま
した。ミニトマトの他に、クラスで育ててきたナスなどの野菜を使い、トマトペンネを作
りました。まずは役割決めをし、野菜を切る担当と切った野菜を炒める担当に分かれまし
た。野菜を切る担当の子は、指を切らないように手を猫の手の形にして、丁寧に野菜を切
っていきました。切った野菜は、野菜を炒める担当の子が炒めて、味付けをし、トマトソ
ースにしていきました。トマトソースを茹でたペンネの上にかけ、トマトペンネの完成で
す。どの工程も、たくさんの保護者の方々にお手伝いしていただき、安全に楽しく調理を
行うことができました。完成したトマトペンネは、保護者の方も一緒に、みんなでおいし
くいただきました。自分たちで育て、自分たちで調理したトマトペンネは、やはり特別お
いしかったようです。トマトパーティー、大成功でした！

〔５年〕
箱根夏季学園
７月 29 日から 31 日の２泊３日、箱根夏季学園に行ってきました。
１日目は、レインボープラザで手織り（コースター）・藍染め（バンダナ）の体験を行
いました。綺麗に仕上げることができ、とても満足そうでした。箱根ニコニコ学園に着き、
夜には体育館で協力してゲームや大縄跳びなどのレクリエーションを楽しみました。
２日目は、姫の沢公園に行きました。ケーブルカーに乗って頂上に行き、下山しながら
約 40 種類あるアスレチックをチャレンジしながら降りてきました。夜のキャンプファイ
ヤーでは、キャンプファイヤー係を中心にゲームやダンスで大盛り上がりでした。
３日目は、芦ノ湖で遊覧船に乗りました。貸し切りで乗
ることができ、風を受けて、気持ち良かったです。午後は
小山町に行き、５月に自分達で田植えをした稲を観察しま
した。お昼ご飯には、現地で採れた新鮮なきゅうりやトマ
トなどの野菜をたくさんいただきました。詳しくは、学校
ホームページに写真が載せてありますので、ぜひご覧くだ
さい。
子供たちは、宿泊での集団生活を通して、持ち物の準備
や５分前行動など、班で協力して取り組みました。学校生
活や家庭につなげていってほしいと思います。
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〔みなとキャンプ〕
８月 11 日（土）から８月 13 日（月）まで山梨県小菅村の平山キャンプ場に行きました。参
加者は４年生から中学３年生の６学年。青南小学校と青山小学校と青山中学校の３つの学校

の子どもたちが参加しました。今年は雨の影響で川遊び、ナイトハイクはできませんでし
たが、カレー作りコンテスト、花火、マス掴み、キャンプファイヤーなどを楽しむことが
できました。普段なかなか体験できない大自然で、充実した３日間を送ることができまし
た。

〔田舎の夏休み体験教室

岐阜県郡上市との交流事業〕

夏休みの８月２日から４日の３日間、岐阜県郡上市に『港区・郡上（岐阜県）の子ども
交流事業』として、港区の青南小、青山小、赤坂小の４・５・６年生の子供たちが参加し
ました。初日は、鮎のつかみ取り体験をしました。捕まえた鮎
は、塩焼きにしておいしくいただきました。午後からの民泊で
は、川遊びや郷土料理作りなど、都会では味わうことのできな
い生活を体験することができました。
２日目の長良川でのラフティングでは、グループごとに声と
力を合わせてパドルを漕ぎました。夜には浴衣を着て、郡上踊
りをしました。
３日目の郡上本染め体験では、大きな鯉のぼりに色を付けま
した。豊富な自然の中で、郡上の方々の優しさと温かみに触れ
た３日間でした。
〔社会を明るくする運動〕
7 月 16 日(日)に、青山一丁目のホンダビルにて「社会を明るくする運動」のイベントが開
かれました。青山地区の小・中・高・大各校の有志による素晴らしいパフォーマンスが次々と
繰り広げられました。青南小学校は、毎年ソーラン節と金管バンドの演奏で参加していま

す。今年もたくさんの子供たちが参加してくれました。子供たちは、朝練習や放課後練習
で振り付けや曲練習に取り組み、当日は金管バンドの爽やかな音色の演奏と、ソーラン節
の力強い掛け声で会場は盛り上がりました。
地域の方々にも、
「ソーラン節かっこよかったよ。」
「演奏の息がぴったり合っていて素敵だった。」など
声をかけていただきました。
暑さの厳しい一日となりましたが、パレードでは、
表参道駅までの道のりを元気よく歩きました。
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