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子どもたち一人一人が「自分を愛し、自分を敬う」ことができるようにする、今年の学校
経営方針のキーワードとしています。様々な場面において子どもたちに考えさせているとこ
ろですが、なかなかに難しいようです。そう思っている最中に、ある本の中にこんな一節を
見つけました。
「親切にしてくれたことへの感謝」や、
「自然の恵みへの感謝」については、学校教育の中
で説かれたりすることもあるがそれ以前に説かれるべき感謝がある。それは自分への感謝で
ある。いろいろと悩みを抱えながらも、懸命に生きている自分の努力を認め、その自分に感
謝するのに、もっとも相応しい人間は自分をおいてない。自分に「ありがとう」と言える人
間なら、おのずから他者や自然に対しても「ありがとう」と言えるはずである。私たち大人
は、とかく子どもたちに対して説教しがちであるが、私たちが子どもに示すべきは、説教で
なく、態度である。中でも重要なのは、
「感謝の態度」であり、私たち大人が、自分に感謝し、
他者に感謝し、自然に感謝していれば、その真摯な態度が子どもたちに伝播しないはずはな
い。
学校での生活、家庭や地域での生活など、子どもたちは、毎日毎日とてもよくやっていま
す。そういう自分に「ありがとう」と言えることが、自分を愛し敬えることにつながるのだ
と思いました。
「ありがとう」という言葉は、言っても言われても心に心地よく響きます。子
どもたち一人一人が、寝る前に一日を振り返り、「今日も頑張ったな、ありがとう。」と言え
たなら、自分に自信をもてることにも、自分のよいところはこれだと明確にできることにも
つながるのではないかと思います。
『寝る前に、鏡の自分にありがとう』とできるように、子
どもたちに呼びかけたいと思います。
２７日（土）は、運動会です。新しくなった校庭で、子どもたちは力を発揮してくれるこ
とでしょう。どうぞご期待ください。
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
発達について気になる児童を対象に､本校では、通級指導を行う特別支援教室（青南学習室）を開室しています。
青南学習室では、生活面や学習面での困難さを克服・改善するための指導を行います。
また、教室内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学習支援員の配置も行って
います。平成３１年４月から、青南学習室への通級を新たに希望される保護者の方や学習支援員の配置を新規に
希望される保護者の方は、１１月２日（金）までに、担任、または副校長にご連絡ください。来年度も継続して
希望される方につきましても、１１月２日（金）までに担任、または副校長にご連絡ください。
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１０月の生活目標

《１０月行事予定》

【言葉づかいに気をつけよう】

※10 月の避難訓練は、実際の災害場
面を想定し、予告なしで行います。
1 日(月) 都民の日
2 日(火) 放送朝会
清掃工場見学(4 年)
3 日(水) Ｂ時程 ４時間授業

生活指導部
１０月は、
「丁寧な言葉づかい」や「気持
ちのよいあいさつ」を目標として指導して
いきます。温かい言葉で友達や周りの人と
コミュニケーションをとることで、お互い

2‐3 のみ 5 時間授業 14：40 頃下校

4 日(木)
5 日(金)
6 日(土)
7 日(日)
8 日(月)
9 日(火)
10 日(水)
11 日(木)
12 日(金)
13 日(土)
15 日(月)
16 日(火)
17 日(水)
18 日(木)
19 日(金)
22 日(月)
23 日(火)
24 日(水)
25 日(木)
26 日(金)

Ｂ時程 安全指導
委員会活動
ランチルーム(3－1)
区民まつり
区民まつり
体育の日
放送朝会
ランチルーム(3－2)
Ｂ時程
クラブ活動(ロング)
4・5・6 年 15：10 頃下校
代表委員会
お話ポケット
ランチルーム(3-3)
運動会特別時程始
土曜授業
わくわくタイム
全校朝会
校外学習(１年)里芋ほり
区連合運動会(6 年)
ランチルーム(4-1)
Ｂ時程

を思いやり、人とかかわることの楽しさを
味わってほしいと思います。
さて、先月のセーフティ教室では、たく
さんのご参観いただきありがとうございま
した。１～３年生は、登下校の安全や留守
中の過ごし方について、４～６年生は、イ
ンターネットを使うときに気をつけること
について、講師の先生からお話をいただき
ました。自らの身は自分で守るということ
を考える貴重な機会となりました。各ご家
庭でも話題にしていただけたらと思いま
す。

【体育朝会】
キッズダンス
9 月 28 日に 2 回目の体育朝会を行いま
した。内容は 1 回目に取り組んだ「キッズ

運動会係児童打ち合わせ(５校時)

ランチルーム(4－2)
運動会全体練習①
ランチルーム(4－3)
全校朝会(校庭)
運動会全体練習②
区連合運動会予備日
Ｂ時程
運動会全体練習③

ダンス」です。どの学年にも取り組みやす

運動会係児童打ち合わせ(６校時)
（5・6 年、4 年応援団・金管のみ）

わっているようでした。このような機会を

く、友達と一緒に体を動かすことのできる
内容です。1 学期に行ったダンスの内容を
思い出しながら、一生懸命踊りました。全
校のみんなが楽しそうに体を動かしてい
る様子から、
運動をすることの楽しさを味
きっかけに、どんどん体を動かしていって

全校練習予備日
Ｂ時程
運動会前日準備
1～4 年 14：00 下校
5・6 年 15：20 下校

ほしいです。

（5・6 年、4 年応援団、金管のみ）

27 日(土)
29 日(月)
30 日(火)
31 日(水)

運動会
運動会振替休業日
放送朝会
Ｂ時程
クラブ活動
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〔1 年〕
1 年生は、9 月 21 日（金）に竹材を削って作る、お箸づくりを体験しました。木のヤスリ
を使って、物をつかみやすいような形になるまで、ひたすら削ります。そして、どのように削
れば、使いやすいお箸ができるのかを自分で考えるよう教わりました。先生に聞くのではなく、
自分でできあがりを決めるということも、1 年生にとっては新しい経験でした。
講師の松本先生からは、
「自分で作る。」
「調べないで考える。」ということが大事だと教えて
いただきました。なんでも手軽に手に入り、簡単にインターネットで調べられる、そんな時代
に生きる子供たちにとって、とても価値のある経験だったと思います。また、大人にとっても、
大切なことを学ばせていただく大変貴重な時間でした。講師の松本先生、ありがとうございま
した。

〔３年〕
理科「こん虫調べ」
９月７日に理科の「こん虫調べ」の学習で、青山公園に行きました。青山公園へは６月
に虫探しに行っており、６月と比べて生き物の様子はどう変わっているのかを調べること
を、子供たちは楽しみにしていました。
青山公園に着くと、６月よりも草がたくさん生えていることに子供たちはすぐに気付き
ました。虫探しが始まると、
「あっ！何かいるよ！」
、
「来て！こっちにもいるよ！」など、
次々に虫を見付け、友達と協力しながら捕まえていました。ショウリョウバッタが大きく
なっていたり、前回は見られなかったカマキリやコオロギ、トノサマバッタなどが見られ
たりと、子供たちは生き物の様子の変化に気付くことができました。
昆虫のエサとすみかとの関係について考えられたことはもちろん、身近なところにたく
さんの昆虫が暮らしていることにも気付けた一日でした。
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〔理科〕
５年生では、メダカの雌雄をヒレの形で見分けます。ほかの魚は、どうなのでしょうか？
魚の専門家の先生に、
「魚の見方」をお話しいただきました。
メダカによく似たカダヤシやグッピーの雌雄の見分け方はメ
ダカとは違うことが分かりました。また、魚は、鰭の位置や
棘・軟条の数で見分けることを学びました。最後にタイの仲
間の同定に挑戦しました。「魚を詳しく調べたのは初めて。
」
という声が聞かれました。切り身でない丸ごと一匹の魚の同
定作業で、生物の観察の視点が広がったことと思います。

〔集会委員会〕
集会委員会では、土曜日のわくわくタイムでの児童集会を企画しています。これまで、
「間違いさがしクイズ」
「これなんでしょうクイズ」「○×クイズ」集会を企画してきまし
た。今年度は、１学期に校庭改修工事があったので、これまでは体育館でできる内容の集
会を考えてきましたが、２学期からは新校庭も完成したので、校庭でできる内容の集会も
考えていきたいと思います。
１１月の１１２周年開校記念集会では、青南小の歴史をクイズ形式で紹介する催しを企
画しています。青南小の長い歴史に触れることで、全校児童が改めて「青南小って素晴ら
しい！」
「青南の子でよかったな」と思えるきっかけになるように、集会委員会一同、準備
をしていきたいと思います。

〔テニス〕

〔ハンドメイド〕

校庭の工事が終わり、きれいな芝生の上で
爽快に活動しています。

ハンドメイドクラブは、６年生２名、５
年生４名、４年生12名の計18名で活動して

活動の内容は、クラブ長中心に相談し合
い、決めています。主な内容は、ボールを下
や上につくといったウォーミングアップか

います。名称の通り、簡単なおやつや小物を
手作りして活動しています。
先日は、
「フルーツポンチ」を作りました。

ら、手出しやラケットでの球出しでのストロ

フルーツは、班で相談して持ち寄り、サイダ

ーク練習、ペアでのラリー練習や試合などが

ーと混ぜて作りました。盛り付けも色鮮やか

あります。ラリーは少しずつつながるように

で、おいしくいただきました。１学期は、
「ポ

なってきました。

ーチなどの小物」も作りました。可愛いボタ

全員で準備・片づけ

ンやリボンを付けて、素敵な作品がたくさん

をし、移動も素早く協

出来上がりました。

力して活動できていま

これからも、みんな

す。テニスを通して、

で作るものを決め、

教え合いながら、交流

楽しく活動していき

をさらに深めていって

たいです。

ほしいと思います。
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