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平成３０年６月２９日
港区立青南小学校
校長

関

幸治

自信をもたせる
校長

関

幸治

本年度の学校経営方針のキーワードを『人間力』＋『自立・協働・創造』＋『自分を
愛し、自分を敬う』＝『いつでもどこでも国際人青南の子』と４月当初にお示ししまし
た。
『自分を愛し、自分を敬う』ことは、子どもたち一人一人に、自分のできることに自
信をもたせること、自分にはこんなよいところがあると自覚させていきたいと考えたか
らです。学校では、学校行事、授業や日々の生活など、様々な場面で子どもたち自身に
自己のよさやできることやれることを自覚させてきました。先日、私自身がお世話にな
っている、麻布台学校教育研究所の調査研究報告書（平成 29 年度研究紀要第 35 集）に
下記のようなデータがあったので紹介します。
親から言われて嬉しかった言葉
男
激励（応援）

子

女

担任から言われて嬉しかった言葉
子

２２．２

８．０

称賛（認める） ５０．２
感謝

小学生
激励（応援）

中学生

５．９

１５．２

５５．７

称賛（認める） ６９．２

５６．７

１５．５

２４．２

感謝

１１．２

１７．０

その他

３．３

７．０

その他

１．１

１．８

未記入

８．８

５．０

（％） 未記入

１２．４

９．４

両方に共通する言葉がけは、称賛（認める）が抜き出ています。「頑張ったね」「すご
いね」
「さすがだね」
「上手になったね」
「笑顔がいいね」など、子供たち自身が、自分を
認められていると実感できる言葉があげられていました。小学生男子も女子も、また中
学生でも親から、担任から称賛されることをとても嬉しく思っているということが分か
ります。
７月を迎え、これから通知表の作成に入ります。各学年から通知表の観点について説
明があると思いますが、ぜひともご家庭で、子どもたちの１学期の頑張りを認めてくだ
さればと思います。青南小学校の子どもたちは、いろいろな場面で力を発揮してくれま
した。私は大いに子どもたちを称賛したいと考えています。また、４０日余の夏季休業
中には、各ご家庭で、子どもたち一人一人がどれだけ活躍してくれるのでしょうか。激
励・称賛・感謝の言葉があふれると嬉しいです。
１学期もあとわずかで終了です。学習や生活のまとめをしっかり行わせ、楽しい夏休
みを迎えさせたいと思います。
例年のように、８月１日（水）から１９日（日）までの１９日間、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》
2 日(月)

4 日(水)
5 日(木)
6 日(金)
7 日(土)

生活指導部

全校朝会
プール時間割始
安全指導
保護者会(1～3 年)
学校保健委員会
Ｂ時程
4 時間授業
読書タイム
都学力調査(5 年)
保護者会(4～6 年)
縦割り班活動
土曜授業
わくわくタイム
教育実習終

【整理整頓をしよう】
早いもので、今月で１学期が終わりま
す。学期末に大きな荷物をたくさん抱えて
帰らないように計画的に持ち帰ってもら
いたいと思います。身の回りの整理整頓が
苦手でも、持ち物に記名がしてあれば、持
ち主のところに戻ってきます。持ち物への
記名のご協力を引き続きよろしくお願い
します。

青山地区委員会共育講演会(体育館)

６月の生活目標は「安全に気を付けて生

９日(月) 全校朝会
11 日(水) Ｂ時程
校外学習 6 年
12 日(木) お話ポケット
避難訓練(不審者)
13 日(金) 着衣泳(5・6 年)
16 日(月) 海の日
17 日(火) 放送朝会
18 日(水) Ｂ時程
委員会活動
芸術教室
19 日(木) 読書タイム
給食終
大掃除(5 校時)
代表委員会
20 日(金) 3 時間授業
終業式
21 日(土) 夏季休業日始
23 日(月) 個人面談①
24 日(火) 個人面談②
夏季水泳指導
ひまわり補習
25 日(水) 個人面談③
夏季水泳指導
ひまわり補習
26 日(木) 個人面談④
夏季水泳指導
ひまわり補習
27 日(金) 個人面談⑤
夏季水泳指導
ひまわり補習

活をしよう」でした。廊下や階段は静かに、
右側を歩いて移動するなど意識して行動
する児童が増えてきました。お互いに気を
配りながら学校生活を送ることを大切に
することで、
安全に梅雨の時期を乗り切れ
そうです。
縦割り班活動
縦割り班活動は、学年を「みなみグルー
プ」、「あおグループ」、「さくらグループ」
の３つに分け、１年生から６年生が学年を
越えて、様々な活動をする取り組みです。
６年生が「下級生の子たちも楽しめるよ
うに。
」と遊びを計画し、実行します。５年
生は、１年生をお迎えに行き、遊び場所ま
で一緒に行きます。6 月の縦割り班遊びで
は、学年を越えて楽しそうに遊んでいる様
子が見られました。異学年と関わることを
通して、大きく成長していきます。

箱根夏季学園事前検診(５年)

29 日(日)
30 日(月)
31 日(火)

箱根夏季学園(5 年)
箱根夏季学園(5 年)
箱根夏季学園(5 年)
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〔３年〕
３年生から新しく理科と社会の学習が始まっています。理科では「違いを見つけ、比較
して考える。
」をテーマに、ホウセンカとヒマワリ、アゲハチョウとモンシロチョウをそ
れぞれ育て、成長の様子を観察しています。
社会科では６月１４日(木)に港区内巡りをしました。赤坂地区総合支所や東京タワー、
増上寺、お台場海浜公園など港区ならではの場所をバスで巡りました。特に東京タワーの
展望台で子供たちは、
「六本木ヒルズとか大きなビルもたくさんあるのに、海もあるなん
てすごい！」
、
「次々に新しい建物が建てられていくけど、その中で古いお寺やお墓がちゃ
んと残っているのだなあ」と自分たちの住むまちについて関心が高まっている様子が見ら
れました。

〔４年〕
４年生の社会科では、私達のくらしを支える「水」について学習します。そこで、６月
１９日（火）に東京水道局の方々が来てくださり、水道キャラバンの授業を行ってくださ
いました。
始めに、映像を見せてくださりながら、水がどこからきて、どこを通り、どのようにし
て私たちのもとに届くのかということを分かりやすく教えてくださいました。
次に、私達が普段飲んでいる水は安全できれいですが、どうやって安全に飲むことが出
来る水になっているか実際の浄水処理の様子が見られる模型装置を使い、教えていただき
ました。子供達は実験を行い、水になっていく様子を見ることが出来ました。
「すごい！」
「きれいになったね！」と感心している姿が印象的でした。最後に、全員が水道キャラバ
ン３級の認定証をいただきました。
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〔専科 算数〕
算数は、２年生以上が少人数で習熟度別に学習しています。３年生以上は、担任３名に
算数担当が２名加わり、５名で指導をしているので、学年の全児童を組に関係なく５グル
ープに分けて行っています。２年生は算数担当が１名なので、４グループに分かれていま
す。どの学年も少人数の習熟度別なので、グループによって人数は違いますが、児童一人
一人の理解度を確認しながら指導を進めていくことができます。グループ分けについては、
事前にミニテストを行い、児童の希望も取り入れて、グループ分けをしています。グルー
プ分けは、新しい単元毎に行い、担当も変わり
ます。算数の学習を通して、どの児童も自分か
ら考え、みんなで学び合い、算数が楽しくて好
きになることを願い、指導をしています。
〔飼育委員会〕
青南小学校には、うさぎが３羽（マロン、フワ、クローバー）います。今は、校庭工事
のため、外のウサギ小屋から、校舎１階の西側の扉前に移動しています。
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。
先月は、このウサギたちを他学年の子にもふれてもらいたい、かわいがってもらいたいと
いうことから、全校児童に声をかけ、玄関ホールにて「ふれあい活動」を行いました。
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、分担し、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、ウサギへの愛着をもつとともにウサギ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。

〔イラスト・マンガクラブ〕

〔卓球クラブ〕

本年度のイラスト・マンガクラブは、２

希望者がとても多かった卓球クラブ。
「卓

４名で活動しています。好きな本や漫画の

球が好きな子、得意な子、やってみたい子

キャラクターを描いたり、自分のオリジナ

がたくさん集まりました。

ルの絵を描いたりしています。１学期は、

卓球初心者もいる中で、子供たちはチー

個人で作品を作りました。２学期からは、

ムの中で打ち方やルールを教え合い、第３

テーマを決めて全員で一枚の絵を完成さ

回の活動ではダブルスを楽しみました。チ

せたり、クラブ内でイラストをプレゼント

ーム編成や活動内容は、クラブ長さんが中

し合ったりする活動もして

心となって子供たちが決めます。準備や片

みたいという案が

付けも、協力し合い、安全に気を付けてテ

出ています。２学

キパキとやる様子にも感心しています。

期以降の活動が、

チーム対抗戦も企画しているようで、こ

今から楽しみです。

れからの活動も楽しみです。
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