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関

幸治

御協力に感謝です
校長

関

幸治

早いもので、１学期も最後の月となりました。今年は天候に恵まれ、プール開きも各
学年外で行うことができました。温水シャワーの恩恵を受け、子どもたちの元気な声が
響き渡りました。安全に注意しながら、子どもたちの体力向上に努めていきたいと思い
ます。
さて、１か月前のことになりますが、運動会には多くの保護者・地域の皆様にご来校
いただき、誠にありがとうございました。川崎での痛ましい事件を受け、急遽桜門を閉
鎖し、出入り口を正門一つに絞りました。急なことで、観覧の動線を十分検討しないま
ま当日を迎え、皆様方には多くのご不便をおかけしましたが、快く御協力をいただき感
謝申し上げます。来年度に向け、安全を図りながら、観覧できるように工夫していきた
いと考えています。また、今回は気温もそれほど高くならずによかったのですが、昼食
の場所の混乱や、午後の開始等が送れるなど、運営全体に不備がありました。次年度は、
これらのことをより明確にしていくとともに、子どもたちの健康を考え、昼食は教室で
取らせたり、途中休憩を入れたりと工夫をしていきたいと考えています。皆様からいた
だいたアンケートを基に、よりよい運動会となるよう計画をしていきます。
７月を迎え、各学年ともに１学期のまとめに入ります。保護者会では、通知表の観点
について説明があると思いますが、これから各学級では通知表の作成に入ります。子ど
もたちはこの１学期、いろいろなところで力を発揮してくれました。ぜひとも、各ご家
庭で、その子どもたちの頑張りを認めてくださればと思います。保護者の皆様と子ども
たちが、よさや頑張りを話し合える機会となれば嬉しいです。
ところで、新聞で気になる記事を見付けました。
（６月２５日読売新聞）オンラインゲ
ームなど習慣的に遊び始めた年齢が低い人ほど、中学生になったときに「ゲーム依存」
の度合いが強くなるという調査結果が出たそうです。（国立病院機構久里浜医療センタ
ー）今年は４４日間の夏季休業となります。子どもたちの自由な時間が増えると思いま
す。１日のゲーム時間を決めるなど、ご家庭でもルールを決めてくださればと思います。
子どもたちが楽しい夏休みを過ごし、より大きく成長してくれることを願っています。
例年のように、8 月 1 日(木)～8 月 20 日(火)まで、学校は無人となります。教職員
の出勤はありませんのでご了承ください。
緊急の際には、学校用の携帯（０８０－５３８１－５４１７）にご連絡ください。
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７月の生活目標

《７月行事予定》
1 日(月)

2 日(火)
3 日(水)
4 日(木)
5 日(金)
6 日(土)
8 日(月)
10 日(水)
11 日(木)
14 日(日)
15 日(月)
16 日(火)
17 日(水)
18 日(木)
19 日(金)
21 日(日)
22 日(月)
23 日(火)
24 日(水)
25 日(木)

26 日(金)
27 日(土)
28 日(日)
29 日(月)
30 日(火)
31 日(水)

生活指導部

全校朝会
社明駅頭ＰＲ
安全指導
保護者会(1～3 年)
校外学習(6 年)
校外学習(4 年)
Ｂ時程
4 時間授業
都学力調査(5 年)
保護者会(4～6 年)
縦割り班活動
土曜授業
音楽朝会
避難訓練
全校朝会
Ｂ時程
委員会活動
代表委員会
お話ポケット
社明パレード
海の日
放送朝会
Ｂ時程
音楽鑑賞教室
給食終
大掃除(5 時間)
Ｂ時程
4 時間授業
終業式
夏季休業日始
個人面談①
個人面談②
夏季水泳指導
ひまわり補習
個人面談③
夏季水泳指導
ひまわり補習

野口

由博

6 月は登下校時の課題が明らかになっ
たことを受けて、全校児童や該当コース、
また学級にて三つのことを指導しました。
①通学路はみんなのための道です。人の隙
間を抜けて走ったり、横に広がって歩行し
たりしないようにすること。②石を拾って
投げたり、物をもらって食べたりしないこ
と。③自転車に気を付けること。ご家庭で
もご指導ください。
7 月の生活目標は「夏を元気に過ごそ
う」です。体温調節のため、汗をかきやす
い季節です。気温に合った服装や汗拭きタ
オル、水筒をご準備いただき、元気いっぱ
いに体を動かしたり、集中して学習に取り
組んだりできるようにご協力をお願いい
たします。

表情、感情の色濃い運動会
運動会委員長 関口 幸太
暑さが心配されましたが、過ごしやすい
気候の下、運動会を実施することができま
した。練習では暑い中、どの学年も水分を
とり体調管理に気を配りながら、一生懸命
に取り組みました。当日は、真剣な顔つき
や満面の笑みで参加し、
運動会を楽しむ様

箱根夏季学園事前健診(5 年)

子が表情から伝わってきました。今年は、

個人面談④
夏季水泳指導
ひまわり補習
箱根夏季学園(5 年)
個人面談⑤
箱根夏季学園(5 年)
箱根夏季学園(5 年)
夏季水泳指導
ひまわり補習
夏季水泳指導
ひまわり補習
夏季水泳指導
ひまわり補習

得点が１点差という、稀に見る接戦となり
ました。負けてしまって悔し涙を流す児童
や、来年は頑張ろうと意気込む児童。そし
て、達成感に満ちて悔いのない児童など、
この「１点」について様々な感じ方をし、
それぞれに得るものがあった素敵な運動
会となりました。保護者の皆様には、子供
たちの体調管理から会場の準備・片付けま
でご協力いただきました。ありがとうござ
いました。
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〔２年〕

稲荷 紫乃

２年生は、６月の上旬から中旬にかけて、生活科の学習として近隣の公園へ町探検に行
ってきました。子供たちが普段どんな公園に行って遊んでいるのかを聞いた時、多くの公
園の名前が出てきましたが、その公園の場所を知らない子達が学級の中にもたくさんいま
した。また、同じ公園のことを言っているようでも、子供たちの間で呼んでいる名前も違
っていました。そこで、自分たちが住んでいる街の中にはどんな公園があるのか、そこに
はどんな特徴があるのか、また、今後友達同士で遊ぼうと思った時に、待ち合わせ場所に
使ったり楽しく遊ぶ場所にしたりできるようにするために、学級ごとに公園へ出掛けるこ
とにしました。1 回目の町探検では「都立青山公園」と「笄児童遊園」に行きました。笄
児童遊園は子供たちの中では「三角公園」と言っている子が多い公園です。２回目は「北
青山３丁目児童遊園」と「南青山６丁目児童遊園」に行きました。北青山３丁目児童遊園
は青山児童館に近くにあり、子供たちは「くじら公園」と呼んでいました。それぞれの公
園で、どんな遊具があるのか、遊具以外で公園にあるものは何かなどを調べ、その後少し
だけみんなで遊びました。思い思いに遊具で遊ぶ子や、
花壇で花を見る子、虫を探す子など様々でした。学校に
戻ってから、それぞれの公園の特徴や、その公園でどんな
遊びができるからおすすめなのか、公園によって違いがあ
るのはなぜかなど、まとめをしました。２学期には目的を
変えてまた町探検をします。今から楽しみです。
の
〔３年〕

内藤 直美

３年生になり、３ヶ月が過ぎようとしています。中学年になり、書写や音楽のリコーダ
ー演奏、理科などの新しい学習が始まる時期でもありました。そして、社会科の学習。ま
ずは、自分たちが通う青南小学校の周りのことを調べました。調べて分かった南青山の様
子をもとに、今度は港区全体でみたときに「何が似ているのか。」
「何が違うのか。」を調
べるため、社会科見学として「区内巡り」を行いました。港区役所、東京タワー、お台場
海浜公園、そして、赤坂迎賓館に行ってきました。港区役所の「防災課」では、夕方５時
に流れる「夕やけ こやけ」の秘密を教えていただきました。あいにくの雨で、東京タワ
ーから見る景色は十分とは言えませんでしたが、それでも六本木ヒルズが見えたので、
「青
南小はあっちの方だね！」と楽しむことができました。お台場海浜公園ではカニを見つけ
て大騒ぎ！！そして、最終見学先の赤坂迎賓館へ。自分たちの住む港区にこんなにも立派
な『お城』があるとは思わなかった、とみんな驚きを隠せませんでした。この日は、お庭
のみの見学でしたが洋風の建物の中にも日本らしさがあり、
また一つ、港区のすてきなところを知ることができました。
みなさんは、知っていますか。ぜひ、３年生に聞いてみて
ください。区内巡りで学んだことを、今は社会科新聞とし
てまとめています。自分たちの住む港区をもっと知り、大
切に思う心を育んでいきたいと思います。
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〔理科〕

寺師 純子

5 年生では、発芽の条件を調べました。光・土・肥料がなくてもインゲンの種子は発芽
しました、さらに１／４に切った種子からも芽が出てくるこのことから種子の中にはたく
さんの栄養が詰まっているのではないかと考え、ヨウ素液を用いて種子のデンプンを調べ
ました。白花豆、小豆等の、乾物として手に入る豆類も、植物
の種子です。水に浸して柔らかくして、半分に切り、切り口に
うがい薬をかけてヨウ素デンプン反応で調べました。
理科室前の廊下には、
「やってみよう ためしてみよう」掲示
板があります。学習したことを家庭でもう一度試したり、発展さ
せたりするためのヒントを掲示しています。ＨＰにも実験を紹介していオアすので是非ご
家庭で科学を楽しんでください。
〔飼育委員会〕

木下 葵

青南小学校には、うさぎが２羽（マロン、クローバー）います。飼育委員会の児童は、
毎日交代で、朝に水替えと餌やり、中休みには掃除をしています。先日の飼育委員会では、
「いつも、小屋の中にいるうさぎを芝の上で遊ばせてあげたい。」と、うさぎを小屋から出
しました。芝の上で気持ち良さそうにするマロンとクローバーを見て、うさぎの小屋の中
をどのようにしたら過ごしやすいかを話し合い考えました。
また、開校記念集会の出し物（内容は
まだ秘密ですが）について、それぞれア
イディアを出し合いながら準備を進めて
います。
命の尊さに触れ、うさぎへの愛着をも
つとともにうさぎを通しての交流の輪が
さらに広がっていくことを願っています。
〔卓球クラブ〕橋本 菜穂子

〔イラスト・マンガクラブ〕二階堂 友紀子

４年から６年生が混ざったグループに

「卓球大好き！」
「やってみたい」という

分かれ、子供たちは、好きな本や漫画のキ

子供たちが集まって活動しています。４年

ャラクターの絵を描いて楽しんでいます。

生から６年生までが混ざったチームで互い

絵を上手に描けるようになりたい。絵をた

に教え合い、早くも上達してきました。準

くさん描きたいという子供たちが多く、ク

備や片付けもよく協力して行っています。

ラブの終わりの時間にお互いが描いた作

ゆくゆくはチーム対抗戦も企画していくよ

品を見合う時間

うで、今後

も欲しいという

が楽しみで

意見もでて、楽

す。

しく活動してい
ます。
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