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やさしさと思いやりのある子 よく学びよく遊ぶ子 心と体をきたえる子

豊かな心を育む
校長 曽根 節子
５月２７日は、天候にも恵まれ、子供たちは、元気
いっぱいに練習の成果を発揮して、充実した運動会が
できました。今年度の児童会の運動会の合言葉は、
「空
前絶後の 赤小パワーを 解き放て」でした。随分難
しい言葉を使っていると思って、児童に聞いてみたら
元気なお笑い芸人さんのネタで流行っている言葉を引
用したようです。どの学年も言葉に負けないパワー全
開でした。運動会は日本独特の学校行事ですが、運動
能力向上だけでなくチームで協力する楽しさも味わう
ことができます。本校は、日蔭が全くない上、校庭が
狭いので、他校のように児童用テントが置けません。
熱中症対策として、競技後の水分補給や空調の効いた
室内での休憩等各学年で児童に声をかけて配慮するよ
折久美
うにしました。赤坂中学校が改築後は、人工芝の広い
運動場で運動会ができるようになるので、もうしばら
くの辛抱です。ご多用の折、運動会をご覧いただき、
ご声援を送ってくださいましたご来賓、保護者、地域
の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
いに
さて、６月は、ふれあい月間です。
「いじめ・体罰・
虐待０」目指して人権教育に取り組みます。６月１７
日（土）の道徳授業地区公開講座では、道徳授業を公
開したり地域の方にご講演いただいたりして、家庭・
地域と共に子供たちに豊かな心を育むようにします。
また、赤坂小読書週間で読書活動を充実します。新
聞や本を読む機会を増やして、読み聞かせ等も充実し
ます。
「食べ物は体の栄養、読書は心の栄養」を合言葉
に「赤坂小読書おすすめ１００冊」を卒業までに読破
できるように期待しています。玄関ロビーには、月ご
とに紹介本を置いて、
「いつでも読書コーナー」を設け
てあります。
本校の特色あるファミリー活動（縦割り班）では、
兄弟のように遊びながら上級生が下級生にやさしい言
葉をかけている姿を見かけます。
今月は、田植えやもちつき（地区委員会主催）
、自然
体験活動（ＰＴＡ主催）もあります。
このように豊かな心は、もの（環境）ひと（他者）、
こと（文化）との関わり合いを通して育まれ、やさし
く思いやる心、自然や美しいものに感動する心、命や
人権を大切にする心、勤労・職業観等が育ちます。
子供の純粋なつぶやきや気付きを大切にしながら子
供の姿から学ぶことも多いと感じるこの頃です。
も

＊6 月から校帽が白になります。
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月行事予定
１ 木 Ｂ時程4時間授業（５年２組のみ５時間j儒業）
２ 金 教育実習終 遠足３・４年
全校朝会（歯科講話） 委員会 安全
５ 月
指導 移動教室前検診6年
６ 火 移動教室始６年 給食試食会
７ 水
８ 木 歯みがき指導1年
９ 金 移動教室終了6年
全校朝会 読書週間始 クラブ活動
12 月
体力調査始
13 火 体力調査終 尿検査３次
14 水 Ｂ時程４時間授業（１年２組のみ５時間授業）
児童集会 水泳指導始 赤坂中説明
15 木
会・部活体験6年
16 金 遠足予備日 脊柱側弯検査５年
17 土 土曜授業 道徳授業地区公開講座
19 月 全校朝会 ５時間授業 通学路点検
20 火 ファミリー活動 個人面談①
21 水 Ｂ時程５時間授業 避難訓練（二次避難）
22 木 音楽朝会 個人面談②
23 金
26 月
27 火
28 水
29 木

４時間授業（１年１組のみ５時間授業）
読書週間終 赤坂アカデミー研究授業
全校朝会 委員会
個人面談③
Ｂ時程４時間授業（５年１組のみ５時間授業）
児童集会 個人面談④
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30 金 定期健康診断終 個人面談⑤
▲
▲は放課後遊びなし、〇はありです。
※個人面談の日は５時間授業となります。
６月の生活指導目標

「健康で安全な生活をしましょう」
生活指導部

堀之内

香さね

６月は季節の変わり目となり、体調を崩しやすい
時期です。ハンカチ・タオルで汗を処理する、調節
しやすい服装を心がけるなど、ご家庭でも声掛けを
お願いします。
また、梅雨に入ると校内が滑りやすくなります。
教室・オープンやピロティでの過ごし方を各学級で
もう一度確認し、安全に生活できるよう努めて参り
ます。
そして、６月はふれあい月間です。いじめの未然
防止・早期発見のためにも、気になる事があれば、
いつでも学校にご連絡ください。

道徳授業地区公開講座
道徳担当 山崎 良弘
新しい学習指導要領の改訂に伴い、道徳が「特別な
教科」としての位置付けとなり、今夏を目処に教科
書作成の指針となる検定基準が示されます。２０１
８年度より教科書に基づく授業が行われる予定で
す。
さて、今年度の道徳授業地区公開講座は、下記の
内容で行う予定です。
「礼儀」
「自然愛・動植物愛護」
「友情」
「規則尊重・公徳心」
「勤労」などの項目に
ついて、各学級の実態に応じた授業を行います。
講演会では、赤坂地区委員会会長の、出野泰正様
を招いて「地域の活動で育つ子供の力」をテーマに
お話していただく予定です。ぜひ保護者の皆様にご
出席いただきたいと思っております。
（３校時は授
業公開ではありませんのでご注意ください。
）

記
日時…６月１７日（土）
時程…9:30~10:15 道徳授業公開〈各教室〉
10:15~10:35（中休み）
10:35~11:20（３校時）
〈多目的室〉
講演会→協議会


水泳指導が始まります！！
体育的行事委員会 新津 翼
今年も水泳指導が始まります。昨年度はプールの
改修などありましたが、今年度は通常通りプールが
使用できるようになりました。恵まれた環境で、水
を楽しむ・泳力を上げられるように指導していきま
す。
さて、水泳指導には「泳力を上げる」という目標
がありますが、
「水の事故から自分の命を守れるよ
うにする」という目標もあります。この目標の「命
を守る」という観点から、今年度は水泳の検定級を
変更しました。大きな変更点として「水の中で目を
開けられる」という内容が含まれています。
（詳し
い検定級については、後日配られるプールカードを
確認してください。
）水の中で目を開けられること
は、水の事故から命を守ることにつながりますし、
目を開けられる子は自然と泳力も高くなっていま
す。よくゴーグルが外れた瞬間に立ってしまいタイ
ムが…。という場面を見ます。それはとても残念で
す。
実はもっている検定級が上の級でも、意外に水の
中で目が開けられない児童はいます。そこでこんな
チェックの仕方があります。それは…
① 洗面器に水を入れ顔をつける（目はつむってい
てＯＫ）
② 顔をあげたら目を開けて３秒キープ（この時顔
の水を手で拭かない）
顔を上げた時にすぐに水を拭いてしまう児童は大
概水の中で目は開けられません。逆にまだ目が開け
られない児童は、この方法で目が開けられるように
なり、水に慣れます。ぜひご家庭で行ってみてくだ
さい。

図書室より～赤坂小おすすめ１００冊～
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｽﾀｯﾌ 北園 たか子
今年度より、学校司書が港区の小中学校に配置されました。本校担当は、河裾道子先生です。月曜日は学校司書、
火～木曜日はＲＡＳ（リーディングアドバイザリースタッフ）が在室します。よろしくお願いいたします。
今年の２月に親ゼミでお話しをさせて頂く機会がありました。その時、
「保護者は図書室へ入ってよいのですか？」
と質問を受けました。こちらからの発信が足りなかったと、反省。「いつでも」とはいきませんが、保護者会やお迎
え、学校公開などの際にラスが在室していればお入り頂けます。お気軽に声をかけてください。
さて、６月になると 12 日～23 日まで赤坂小は「読書週間」です。今年は校長先生の発案で「赤小おすすめ本１０
０冊」を選びました。それを低・中・高学年に分けて６０冊程にまとめ、各児童に配ります。その中から必ず１冊は
手に取るようにと、思っています。
今回のリストは、哲学や理科、芸術など全ての分類から読みやすい本を選んでいます。現在、図書室は本を読むだ
けの「読書センター」から、調べ学習を行う「情報センター」へとその役割が変わりつつあり、その学習スキルの習
得が児童に求められています。
また、赤坂、東京都などに関する本を多く紹介しています。新しい地元の魅力を発見できるかもしれません。
読書力は、読書週間にだけ本を読んでも身に付くものではありません。本校では、６年間の学校生活の中で本や新
聞などに触れ、活字を楽しみ、活字から学ぶことができる人を育てて行くことを目標としています。
今回の「おすすめ 100 冊」を読破したら、子供たちに別の世界が開けるかもしれません。２・４年生には上の学
年のリストも配ります。その中の本にもチャレンジしてほしいです。

