平成２９年９月１日
港区立青南小学校
校長

関

幸治

バランスの大切さ
校長

関

幸治

４２日間の長期にわたる夏休みも終わり、いよいよ２学期が始まりました。今年の夏
は､天候が不順で、８月の日照時間は記録的に少なかったと報道されました。毎日雨も降
り、子供たちにとってはどんな夏休みになっていたかと少し心配でした。そういう中で、
子供たちの何人から暑中見舞いや残暑見舞いをもらいました。その中には、祖父母との
楽しい生活や普段の生活では経験できないことができたといったことが書かれていまし
た。また、地域の盆踊りや花火大会で会った子供たちも､口々に充実した休みとなってい
ることを話してくれました。きっと、その他の子供たちも元気に楽しく生活ができたこ
とと思います。毎日校長室に保健カードを持ってきてくれる子供たちと、楽しい会話が
できそうです。
職員室前の校庭に、５年生が育てている稲があります。天候不順で、稲の生長が遅く
感じました。背も低く、花も例年よりはるかに少なかったです。ところが、気温が例年
と同じ猛暑となり、日差しが戻ってきたとたんに稲が生長し始めました。およそ１週間
で２０㎝以上伸び、花もたくさん咲き始めました。日の光や気温がこれほどの力をもっ
ていたということを改めて実感しました。水や肥料だけでなく、その植物に適した気温
と太陽の力、どれが突出しても植物は育たないのだということです。
「バランスよく」と
いう言葉をよく使いますが、この１週間で、この言葉が身にしみました。
本年度、学校経営の重点として、
「人間力」を付ける３つの柱をあげています。人間力
とは、自立した人として、力強く生きていくための力です。将来の日本を背負い、世界
に羽ばたいていく上で、子供たち一人一人にもたせたいと考えています。その人間力を
付ける上で、
「学力の向上」
、
「社会性の育成」、
「健康な心や体」の３つが、バランスよく
伸びていかなくてはならないのです。基礎的基本的な力を身に付けさせ、それを発展伸
長できるようにすること、思いやりを大切にした指導を徹底すること、体力や運動能力
を向上させるとともに、自他の生命を大切にする指導を充実することなど、１学期から
行ってきました。
２学期は、今まで行ってきたことについての成果を基に、これら３つの柱をより強固
にできるようにしていきます。１１月には、隔年で行っている学芸会があります。子供
たち一人一人が力を合わせ、今まで以上の力を発揮してくれることと思います。子供た
ちがより大きく成長できるよう、教職員一致して指導に当たってまいります。
「いつでも
どこでも国際人青南の子」を胸に、教育活動に取り組みます。２学期も、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》

生活指導部

1 日(金)

B 時程 ２学期始業式 4 時間授業
避難訓練 教科書配布

2 日(土)

土曜授業⑥

4 日(月)

全校朝会 安全指導日 給食始

よう」です。夏休み中、夜ふかし、朝寝坊、

5 日(火)

身体測定(1 年)

ゲームのやりすぎ・・・などということは

6 日(水)

B 時程

水泳記録会(6 年)

7 日(木)

B 時程

身体測定(2 年) 委員会活動

8 日(金)

水泳指導終 下校指導日
自由研究作品展始 身体測定(3 年)

戻すためにも、自分で意識して、早寝、早

11 日(月)

全校朝会

リズムを整えてほしいものです。

12 日(火)

身体測定(5 年) ランチルーム(6―1)

13 日(水)

B 時程

14 日(木)

お話ポケット（1～3 年）
4 時間授業 研究授業(6 年)

暑い夏休みでしたが、元気に楽しく過ご
すことができたでしょうか。

体育朝会

９月の生活目標は、
「規則正しい生活をし

ありませんでしたか。一度生活リズムが乱
れてしまうと、元に戻すことはなかなか難
しいものです。１学期の生活リズムを取り
起き、朝ご飯がしっかりとれるような生活

身体測定(4 年)

２学期は４か月の長丁場。そして、９月
の初めは、まだまだ暑い日が続くと思いま

4 時間授業

15 日(金)

校外学習(4 年)地域安全マップ
ランチルーム(6―2) 身体測定(6 年)

18 日(月)

敬老の日

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
をスタートさせたいものです。

体育朝会
体育部

19 日(火) 放送朝会 校外学習(2 年)栗拾い
ランチルーム(6―3)

９月２日(土)の朝のわくわくタイムは、
体育朝会が行われます。縦割り班ごとに分

20 日(水) B 時程 社会科見学(5 年)追浜自動車工場

かれて、校庭と第 2 校庭を使って行いま

21 日(木)

縦割り班活動 代表委員会

す。内容は１年生から６年生が一緒に取り

22 日(金)

校外学習(1 年)野毛山動物園
ランチルーム(5―1) 自由研究作品展終

組むことが出来る、体ほぐしの運動です。

25 日(月)

全校朝会 ランチルーム(5―2)

なかなか動かす機会がなかった人も、体を

26 日(火)

校外学習(4 年)水再生センター・有明清掃工場
ランチルーム(5―3)

27 日(水)

B 時程

28 日(木)

B 時程 クラブ活動
ランチルーム(4―1)

います。また、日常的にご家庭でも体を動

29 日(金)

ランチルーム(4―2)

す。

30 日(土)

土曜授業⑦

※9 月 10 日(日)

夏休みに体をたくさん動かしていた人も、
ほぐして心も体もすっきりしてほしいと
思います。２学期のスタートです。体を動
かす楽しみを味わい、体育の時間や休み時

校外学習(1 年)ドングリ拾い

間などたくさん体を動かしてほしいと思
かす機会を作っていただけたらと思いま

児童集会

PTA 自然体験教室
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〔２年〕
2 年生は、7 月 19 日に、カレーフォンデュパーティーを行いました。4 月から頑張って
育てたトマトや、中屋上で育てたナスやトウモロコシを具材として使い、とても夏らしく
爽やかなカレーに仕上げることができました。
その他の野菜、ソーセージやカレー粉、カレーにつけて食べるフランスパンは、事前に
自分たちで学校近くのスーパーAZUMA やアンデルセンへおつかいに行きました。1 人 200
円ずつ持ち寄り、グループで分量を相談しながら買い物をしました。
カレーフォンデュパーティー当日は、保護者の方にもお手伝いいただきながら、野菜を
切ったり、収穫しておいたトマトの皮をむいてつぶしたりとおいしいカレーを作るために
子供たちは大活躍しました。自分たちで一から作ったカレーは本当においしかったのでし
ょう、あっという間に完食し「もっと食べたい！」という声がたくさん聞こえてきました。
振り返りの中で、
「自分たちで作った野菜は特別おいしかった。」
「暑い中カレーを作る
のが大変で、いつもご飯を作ってくれるお母さんはすごいと思った。」などの感想が出て、
改めて食べ物の大切さやお家の人への感謝の気持ちに気づくことができたのではないか
と思います。

〔５年〕
私たち５年生は、７月２５日より２泊３日、箱根高原ニコニコ学園に行ってきました。
噴火の影響で箱根での夏季学園実施は、２年ぶりのことです。
夏季学園に向け子供たちは、
「自立、協力、心身の鍛え」をめあてに、各係の準備を意
欲的に進め、また、日々の学習や生活のことを一生懸命に取り組んできました。
バスの中では、バスレク係を中心に楽しい企画で大盛り上がり。あっという間に、鳴沢
氷穴に到着しました。予想以上の洞窟内の寒さに、「０度ってこんなに寒いのぉ！」と大
興奮。さかな公園でも、充実した時間を過ごしました。２日目は残念なことに、朝から大
雨。十国峠・姫の沢公園には行けませんでした。しかし、午前中にはスポーツ大会、午後
には生命の星・地球博物館見学を実施することができました。
家族との生活や旅行とは違い、学年の友達と過ごすからこそ味わえる経験が夏季学園に
はたくさん詰まっていると思います。布団を敷くこと、お風呂に入ること、荷物の準備・
片づけをすること等、生活するうえで行う“当たり前のこと”を通し、友達の新たな面を
知ったり、自分自身を見つめることができたり、と学ぶ
ことがたくさんありました。２泊３日と限られた時間の
中で、５年生一人一人が一回りも、二回りも成長して東
京に帰ってきたと思います。
２学期も、学習や生活、行事のことに、全力で取り組
んでいきます。
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〔社会を明るくする運動〕
7 月１６日（日）に「社会を明るくする運動」のイベントが、青山一丁目のホンダビルで開
催されました。主催者からこの運動の意義や思いが語られた後、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。本校からは、青南小
金管バンドの発表や、有志の子供たちが集まりソーラン節の発表がありました。練習の成果を
発揮し、堂々と発表した子供たちに、会場からはたくさんの拍手がわきあがりました。

また社明パレードでは、青山一丁目駅から
表参道駅までの道のりを子供たちは元気よく
地域の方々と一緒に歩きました。
地域の人にも元気よく挨拶する子供たちの
姿がとても印象的でした。

〔みなとキャンプ〕
毎年人気のみなとキャンプ。今年も山梨県北留郡の小菅村に、8 月 12 日から 14 日まで
参加しました。青南小学校、青山小学校、青山中学校の 3 校が青山地区として参加し、違
う学校・違う学年と共に２泊３日を過ごします。班で協力してカレーを作り、味を競う「カ
レーコンテスト」やキャンプファイヤー、ナイトハイクなど、楽しいイベントが盛りだく
さんです。
表参道や青山など、普段生活している都会とは
違い、大自然は子供たちにとってどれも新鮮。川
遊びでは「大きい石があったよ。
」
「川の中を歩け
るかな。」などと日頃体験できない遊びをたくさん
し、目をキラキラと輝かせていました。

〔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８日から１０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、郡上市の方々と共に城下町を散策しました。夜には、浴衣を着て、郡
上八幡駅前で郡上踊りをしました。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。
午後からの民泊では、家業の手伝いや郷土
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。３日目
には、鮎をおいしくいただきました。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。今後も交流の輪を広げ
ていきたいと思います。
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