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お待たせしました・・・そして
校長

関

幸治

６月５日から始まり、夏休み中も継続して行っていた体育館の改修工事が終了しました。
天井の落下防止対策とともに、空調設備も整えてもらいました。また、バスケットボール用
のゴールも透明のアクリル板でできたものと交換しました。６月、７月、９月とおよそ３か
月の間、子供たちには多くの不便をかけてしまいました。真夏のさなかでは、月曜朝会を外
で行いましたが、汗をかきかき一生懸命話を聞いている姿がとても印象的でした。体育も日
陰で休み水分補給をしながら頑張っていました。子供たちみんなの協力で、体育館が生まれ
変わったのが、何より嬉しいことです。
これからは、空調設備のおかげで、夏は暑く、冬寒いという体育館から、いつでも快適な
体育館となります。体育の好きな子供はもちろんのこと、体育が苦手な子供も､喜んで体育館
に行ってくれることでしょう。これを機に、体育大好き、体を動かすのが大好きといった子
供たちが増えてくれることを楽しみにしています。天井の照明も水銀灯からＬＥＤに変わり、
スイッチ１つですぐ点灯できるようになりました。今までのように、一度消してしまうと、
元に戻るまで時間がかかってしまったということがなくなります。１１月には学芸会がある
ので、子供たちも、保護者の皆様も、地域の皆様も快適に観覧できると思います。
この学芸会ですが、各学年ともに演目も決まり、配役や歌や音楽の準備を行っているとこ
ろです。夏休みの最後には、本校の教員が、みなとミュージカルカンパニー「ぼくらの星の
王子さま」で主演をされた林

久栄さんから学芸会に向けて実際に舞台で役立つお話しと実

践をご指導いただきました。実際に発声の練習をしたり、動きの練習をしたりなど、子供た
ちへの指導に役立つことをたくさん教えていただきました。また、全体の指導計画の立て方
や、子供たちへの助言の仕方など中身の濃い時間となりました。プロの方から学べることは
滅多にないチャンスです。各学年ともに、今までとはひと味違った学芸会となるのではと大
いに期待しているところです。皆様も､ぜひ子供たちへの応援をよろしくお願いいたします。
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
平成 28 年度 4 月から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、個別的に支援を行う学習支援員の配置も行って
います。
平成 30 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１７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》
2 日(月)
3 日(火)
4 日(水)
4 日(火)
5 日(木)

6 日(金)
9 日(月)
10 日(火)

11 日(水)
12 日(木)
13 日(金)
16 日(月)

17 日(火)
18 日(水)
19 日(木)
20 日(金)
21 日(土)

23 日(月)
24 日(火)
25 日(水)
26 日(木)
27 日(金)
30 日(月)
31 日(火)

【言葉づかいに気をつけよう】

全校朝会 安全指導日
ランチルーム(4－3)
三菱自動車出前授業(5 年)
ランチルーム(3－1)
Ｂ時程(2 年以外 4 時間授業)
研究授業（2 年）
Ｂ時程 委員会活動
お話ポケット(4 年)
ランチルーム(3－2)
ランチルーム(3－3)
体育の日
放送朝会
校外学習(4 年)高尾山
ランチルーム(2‐1)
Ｂ時程 ４時間授業
クラブ活動
ランチルーム(2－2)
4 時間授業
ランチルーム(2－3)
全校朝会
校外学習(3 年)
ランチルーム(1－1)
区連合運動会（6 年）
Ｂ時程 代表委員会
おはなしポケット(1～3 年)
演劇鑑賞教室
学校公開①
秋祭り(1，2 年、幼稚園、保育園)
土曜授業 学校公開②
音楽朝会
セーフティ教室
学校説明会
全校朝会
ランチルーム(1－2)
ランチルーム(1－3)
区連合運動会予備日
Ｂ時程(2～6 年 4 時間授業)
研究授業(1 年)
Ｂ時程 委員会活動
ランチルーム(1－4)
全校朝会
縦割り班活動

生活指導部
言葉には力があります。つかう言葉によ
って、人の心を温かくしたり、冷やしたり
します。また、言葉は人にやる気をあたえ
たり、奪ったりもします。人とのかかわり
の中で、どのような言葉を使うのかという
ことは、とても大切です。「気持ちのよい
あいさつをする」
「ていねいな言葉をつか
う」「はっきりと返事をする」など、言葉
使いに気をつけることで、相手を思いやる
気持ちが伝わります。時と場合に応じて言
葉を使いわけることができることは人と
して、これから社会で生きていくのにとて
も大切なことです。自分の言葉の引き出し
をふやし、温かい言葉をつかって、友だち
や周りの人とかかわることで、思いやりあ
ふれる学校にしていきましょう。
【音楽朝会】
音楽委員会では、
毎週の全校朝会での校
歌の指揮や、ミニコンサートの企画・運営
を行ってきました。
10 月 21 日（土）には音楽朝会が行われ
るので、その準備をしています。司会、ポ
スター作りなどのほか、休み時間も使っ
て、全員合唱『太陽のサンバ』の伴奏の練
習に励んでいます。全校のみんなの歌声と
楽器の音色が合わさって素敵な合唱にな
ることでしょう。今から当日が楽しみで
す。
～新しい先生の紹介～
2 学期より、3～6 年生の算数少人数担
当として、高橋 優先生、越
教諭が体調をくずしたため、芝

晴香養護
しほ養

護教諭を迎えました。どうぞよろしくお
願いいたします。

※今月の避難訓練は予告なしで行い
ます。
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〔1 年〕
生き物とのふれあいを通しての学び
１年生は、９月２２日に校外学習で横浜市にある野毛山動物園に行きました。１年生に
とっては、初めての校外学習ということで、青南小学校の一員として行動することを意識
しながら行きました。たくさんの動物たちを間近で見たり、なかよし広場でのふれあい体
験をしたりしました。子供たちは興味津々でとても楽しそうでした。
ふれあい体験では、モルモットやハツカネズミなどとふれあい、
「やわらかくてあった
かい！」
「やさしくしないと死んでしまう。」など、実際に触れることで、小さい動物も自
分たちと同じ大切な命があるということを学ぶことができました。「命は大事だ」などと
言葉で伝えるより、実際に体感し感じることが一番の学びだと子供たちの姿を見て気付か
されました。その他にも、ライオンやキリン、レッサーパンダ、ペンギンなどを見ること
ができました。また、国語の「くちばし」の学習の事後学習として、様々な鳥のくちばし
に注目して見るなど、子供たちの見る視点も変化しています。この校外学習を生かし、１
学期より少しレベルアップした１年生を目指して、これからの生活をおくっていきたいと
思います。

〔３年〕
体験から学びを深める子供たち
３年生の学習は、体験を通して学ぶことがたくさんあります。理科の学習で９月１５日
に青山公園に虫を捕まえに行ってきました。都会の中にひっそりと茂る青山公園には、驚
くほどたくさんの虫たちが棲んでいました。
いつもは大人しい女の子が、
「虫嫌いだったけど、楽しい～！楽しすぎる～！」と言い
ながら嬉しそうに虫取り網を片手に斜面を駆け下りる姿が見ら本物に触れることがどれ
だけ大きな力をもつのかを思い知りました。トノサマバッタ、ショウリョウバッタ、オン
ブバッタ、エンマコオロギ、クロアゲハ、シジミチョウなどたくさんの昆虫を捕まえ、理
科の学習のために学校に連れて帰ってきました。
給食の時間。コオロギの鳴き声が響き渡りまし
た。虫の声を聞きたくて静まり返る教室。
「こんな声を聞きながら食べたら、苦手な
ものも食べられちゃいそうだね」との子供の
つぶやきに、
「静かにしましょう」や「苦手な
ものも一口は挑戦してみよう」などの声掛けは、
虫にはかなわない、と実感した瞬間でした。
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〔図工〕
2 学期になり、4 年生は、輪ゴムで動く車作りに取り組んでいます。輪ゴムの力を利用
し、タイヤや車体の形を工夫して制作しています。今後は彫刻刀を使い、木版画に挑戦し
ます。彫刻刀の扱い方を学んで、新たな表現にチャレンジします。5 年生は、オリンピッ
ク・パラリンピックをテーマにポスターを制作しました。
それぞれのイメージをもとに、一枚の画用紙に表現しました。
6 年生は、オリジナルのお店作りに取り組んでいます。毎時
間、目標を決め、お店の外観から内装まで様々な材料を用い
て、試行錯誤しながら制作しています。

〔集会委員会〕
集会委員会は 5 年生 8 名、6 年生 9 名で活動しています。今年度は、5 回の児童集会を
主催します。安全面に気を付けた集会内容であること、全体でできる活動内容であること
を考慮しながら計画しています。
第 1 回の６月には、じゃんけん大会集会を計画しました。校庭を１～６年生分に６分割
し、じゃんけんに勝つと次の学年のブロックにすすめるというルールです。司会やルール
説明などの役割を集会委員会で分担し、スムーズに運営できるよう子供たちで考え行動す
る様子が見られました。
今後も全校児童が安全に楽しめる集会を計画していきます。

〔ユニホック〕

〔ハンドメイド〕

ユニホッククラブは、６年生５人、５年生

ハンドメイドクラブは、6年生6名、5年生

３人、４年生３人の計１１人で大屋上を使っ

4名、4年生10名の合計20名で活動していま

て活動しています。ユニホックは、プラスチ

す。名称の通り、簡単なおやつや小物を手作

ックのアイスホッケーのようなスティック

りして楽しんでいます。

を使い、パスをつなぎ、得点を取り合うスポ
ーツです。

先日は「フルーツポンチ」を作りました。
フルーツは班で材料を相談して持ち寄り、み

毎月の練習では、試合を行うだけではな

んなで作った白玉もサイダーと混ぜて作り

く、チームごとにミーティングを行い、チー

ました。盛り付けも色鮮やかで、おいしく食

ムの課題を分析し、６年生のリーダーを中心

べることができました。

に練習を行います。また、６年生や５年生が

また「しおり」も作りました。切った厚紙

積極的に４年生にパスを出したり、声をかけ

にテープやシールを貼ったり、絵や模様を描

たりするなど、チームスポーツに欠かせない

いたりして、オリジナルの素敵なしおりを作

「優しさ」や「思いやり」が多く見られます。 りました。
これからも、チームの輪を大切にしながら、
一生懸命取り組んでいく姿を大事にしてい
きます。
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これからも、みんなで作るものを決め楽し
く活動していきたいと思います。

