Shibaura Elementary School

夢がもてる我が母校を創ります。

港区立芝浦小学校
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オリンピックから
校長 石井 卓之
リオオリンピックが終わり、今度はパラリンピッ
クです。いろいろな競技にそれぞれのドラマがあ
り、多くの感動をもらいました。
私が今回、特に多くのことを学んだのは、女子レ
スリングだと思います。
日本レスリング協会強化本部長の栄和人氏の人と
なりについては、多くのメディアで取り上げられて
いました。ご本人は奄美大島の出身で鹿児島の高校
時代には１００戦無敗を誇ったそうです。
「指導は
恋愛と一緒」がモットーであり、選手を３６５日み
ているとのことです。今回の代表６人は全て至学館
大学の教え子であり、厳しいプレッシャーをかける
練習を通して心を強くしていると、インタビューで
答えられていました。
特に、女子レスリングが五輪種目ではなかった頃
から指導者に就任し、苦労して指導方法を身に付け
たとも語っていました。
「（女子の指導は）最初は難しかったですね。正
直、やっていられないなと思って、現役復帰しまし
たから。男子なら１言えば１０理解できるところ
を、女子は１から１０まで言わないと動かないし、
すぐ不安になる。指導が一人の選手に偏ると、ほか
の選手の妬みや不満が募る。強くしたい一心で叱る
言葉が乱暴になれば『あなたにはついていけない』
と冷ややかなムードになる。だから選手とけんかも
しましたし、試行錯誤の連続でした。
」
また、栄氏は全国から強い選手を集めているので
はなく、将来性を見抜いて育てているとも話されて
いました。
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オリンピック当日、４８ｋｇ級の登坂選手は残り
２秒で逆転、５８ｋｇ級の伊調選手は残り４秒でポ
イントを獲得、６９ｋｇ級の土性選手は残り３０秒
からの逆転での金メダル。本当に、ハラハラドキド
キしながらテレビの画面を見つめ、手で拳を握りし
めていた方も多かったと思います。最後の一瞬まで
あきらめない強い心、自分の力を信頼できる自信、
どれも一朝一夕に身に付けられるものではありませ
ん。その結果が全６階級で金が４つ、銀が１つだと
思います。また、各選手がここまでこられたのは、
吉田選手がいたからだと、全員が述べています。目
標であるとともに、すばらしい仲間であるとも。
まだ、女子レスリングが五輪種目になるかどうか
分からない時代に、自分が選手をしながら、だれも
指導したことがない女子を、そのハードルの高さは
想像を絶するものがあったと思います。また、勝利
至上主義に陥ると体罰の問題が起こりがちです。栄
氏は、愛情豊かにしかし最後まであきらめない心を
育てるために厳しい練習を選手たちに課してきまし
た。
私が初任者の頃、先輩からよく言われたことがあ
ります。「子どもにやさしくすることと、甘やかす
ことを混同してはいけない。子どもに嫌われたくな
いという思いが先行すると、とかくルールを緩くし
てしまう。その結果、学級は秩序を失い、荒れてし
まう。教師はルールブックとして毅然とした態度で
対する場面がある。しかし、子ども一人一人の変化
には常に配慮する必要がある。子どもが手を差し伸
べてほしいと思っているときに近くにいることがで
きる、それがやさしさである。」
東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの
ボランティアが必要になると言われています。港区
という最高の立地を生かし、多くの子どもたちが活
躍することを期待しています。また、選手として
も。

５学年より

「行ってきました！夏季学園」

５年４組

担任

渡邉

美保

８月２１日（日）～２３日（火）まで、長野県南佐久郡南牧村にある文京区の施設「八ヶ岳高原学園」に、５年生
１１２名が宿泊しました。初めての宿泊行事でしたが、
「楽しむ」
「学ぶ」「規律」の３つの目標を意識し、どの活動
にも全力で取り組むことができました。５分前行動を守り、声を掛け合いながら班行動をする姿が見られました。２
学期からの５年生の活躍がますます楽しみです！
「バーベキュー」
行動班で協力し、１つの鉄板で野菜
と肉を焼いて楽しく食べました。

「酪農体験」
馬の餌やりや牛の乳しぼりをしました。

「ドッジボール大会」
バスの号車対抗で、白熱した試
合が繰り広げられました。

「学園レク」
スポーツやデッサンなど好きな遊び
に分かれて楽しみました。

「キャンプファイヤー」
綺麗な星空の下で、火を囲みながらダン
スをしたり、ゲームをしたりしました。

＜１日目＞
滝沢牧場、
キャンプファイヤー
＜２日目＞
プラネタリウム、清泉寮、
ナイトハイク

＜３日目＞
学園レク、滝沢牧場

保健室より

養護教諭

高原

優子

オリンピックに感動した夏休みでしたね。さあ、2学期の始まりです。心と体にエネルギーを蓄えることのできた
夏休みだったでしょうか？2学期開始のこの時期は、夏の疲れや、一日の気温差があることが原因で、子ども達はと
ても疲れやすい時期になります。お子様の体調に、いつも以上に心を配ってあげてください。学校のペースに、少し
でも早く心と体がなれますよう、ご家庭でも生活習慣の見なおしのお声かけをお願いします。
こんなときはお知らせください（お子様の体調について）
★夏休み中の大きなけがや病気
★新たにアレルギー症状がでたとき
◎その他、心配なことがありましたら、担任や保健室までお知らせください。

みなとキャンプ

森村

優

８月１３日（土）～１５日（月）に、港区の青少年対策委員会主催の「みなと
キャンプ」が行われました。芝浦小学校からも多くの児童が参加し、キャンプ生
活を体験しました。初日からキャンプファイヤーやレクリエーション、ダンス発
表会など様々なイベントがありましたが、今年の目玉イベントは２日目の源流体
験でした。ヘルメットと救命胴衣を身に付け、岩肌がむき出しになっている川を
上りました。最初は怖がっていた子もいましたが、体験の後は皆笑顔になってい
ました。子供たちは協力し合いながら生活し、長い夏休みの中の貴重な経験に
なったのではないかと思います。

５年２組
新担任から
５年２組の新担任として、
着任した三浦卓馬です。
「安心
して楽しいクラス」を目指し
てがんばります。よろしくお
願いします。

夏講座について

夏講座担当

能口

さつき

今年度の夏講座は全９日間、14種類の講座が開設されました。3年生から6
年生までの児童の参加総数は４３２名でした。
今年度新たに開設した「墨流し体験をしよう」では、はがきに特殊なインク
を使って模様を描き、どうして模様が描けるのかを教えていただきました。児
童の感想から「墨流しは昔からやっているものだと初めて知りました。」や
「インクが水に広がる理由が分かりました。」などがあり、墨流しについて体
験を通して理解を深めました。
また、「ゲーム会社ではたらく人たち」では、ゲーム会社にはどのような仕事があ
るのかを教えていただきました。「ゲーム会社についてよく分かり、働くことへの関
心が深まりました。」や「プロデューサーやプログラマーなどの仕事があることを知
りました。」と感想があがり、ゲーム会社がどのような仕事をしているのかを熱心に
説明を聞いて理解する子供たちの姿が見られました。
来年度も児童の満足感が得られ、普段は体験できないような講座が増えるよう取り組んでまいります。

委員会紹介

図書委員会

図書委員会担当

山本

カンナ

夏休み、よい本に出会えたでしょうか。図書委員会で
は、本に親しむ児童が一人でも多くなるよう、日々委員会
活動に励んでいます。
休み時間は、本の返却や貸出をしたり、本の整理整頓を
したりしています。すすんで低学年に読み聞かせを行うな
ど積極的に活動している姿が見られ、うれしく思います。
また、人権図書コーナーの本の紹介文を作り、２学期に
は展示していく予定です。
２学期から、昨年度好評だった「読書ビンゴ」も計画中
です。ぜひ、たくさんの本を借りにきてください。

給食室より

クラブ紹介

バドミントンクラブ

バドミントンクラブ担当

大津

萌子

リオオリンピックでも感動的だったバドミント
ンの試合。バドミントンに興味をもった子も増え
たのではないでしょうか。
芝浦小のバドミントンクラブでは、サーブ練
習、打ち合い練習など、初心者から習っている子
まで楽しく活動しています。はじめはラケットに
シャトルが当たらなかった児童も、練習をこなすごとにど
んどん上達していき、打ち合いも形になってきました。２
学期からはダブルスの試合もいれていきます。タカマツペ
アのように、白熱した試合になることを期待しています！

栄養士

須田

美奈

今年度より、給食調理が民間委託となりました。年度初めは、子供たちから「学校で給食を作らなくな
るの？」「冷めた給食を食べることになっちゃうの？」など、よく質問されました。昨年度と変わったこ
とは、給食を作る人が民間の方になったことだけです。今まで通り給食は芝浦小学校の調理室で作ってい
ます。現在、芝浦小学校では約１１００食を１４人で作っています。使用する食材はその日の朝に納品す
るため、朝の調理室は大忙しです。野菜だけで２５０ｋｇも納品する日もあります。お米は１日８０ｋｇ
も炊きます。加熱する食材は、中心温度が９０℃以上で９０秒以上という衛生基準があるため、サラダの
野菜などは家で食べている食感と違うと感じる子供もいるかもしれません。給食室では食中毒や異物混入
事故などがないよう、衛生管理・温度管理を徹底して給食を作っています。これからも子供たちにとって
給食が楽しみとなるよう、安心・安全でおいしい給食を目指して、栄養士・調理一同頑張ります！

９月の予定

校内工事について
副校長 三上晶子
今年の夏休みも校内工事を行いました。工事
の内容は以下の通りです。
①各階の給食配膳室の拡張
②３階理科室前の廊下に男女のトイレを増設
③芝浦ホールに受付・主事室設置
④ランチルームの改築
家庭科室・第２図工室・２つの普通
教室とする。
工事中は、正門が使えずにご不自由をおかけ
しました。ご協力ありがとうございました。な
お、①②は終了しました。③④の工事の終了は
９月末です。しばらくの間工事が続きますの
で、引き続きご理解、ご協力をお願いします。

生活指導部より
生活指導部

田路

良光

42日間の長い夏休みが終わり､２学期が
始まりました。楽しんだ夏の思い出を心に
大切にしまい、心身を平常の生活リズムに
戻していきたいものです。そこで、今月の
目標は「きまりよい生活をしよう」です。
時間を守ったり、しっかりあいさつをした
りし、お互いに気持ち良く落ち着いた生活
ができるよう、ご家庭でもぜひお話し合い
ください。
さて、９月１日は「防災の日」で、本校
ではこの日に引き取り訓練を行っていま
す。訓練について「緊急配信メール」にて
お知らせをしました。震災などの非常時に
は電話がつながりにくくなり、電子メール
は重要な連絡手段の一つとなります。登録
をしているのに受け取れない場合や、まだ
登録をされていない場合は、ぜひ学級担任
までお知らせください。

今月の児童数
１年生：２０３名
２年生：１９０名
３年生：１７６名
４年生：１７３名

５年生：１２３名
６年生：１２１名

計

９８６名

１

木

２

金

安全指導日 ２計測⑥ 委員会〈6〉

３

土

Ｃ時程 午後芝浦こどもまつり

４

日

５

月

高学年朝会 ５時間授業 ２計測⑤

６

火

高学年体育朝会 ２計測④

７

水

Ｂ時程 水泳記録会⑥〈５，６〉

８

木

Ｂ時程 姿勢教室（1h① 2h② 3h③④ 4h⑤⑥ ）

９

金

朝学習 保護者会 低2:00～高3:00～

１０

土

１１

日

１２

月

１３

火

１４

水

全校朝会 教育実習始 ２計測②
７５周年記念全校写真撮影
低学年音楽朝会 ２計測①
７５周年記念全校写真撮影
高学年音楽朝会 ２計測① 研究授業

１５

木

低学年体育朝会 社会科見学④ ２計測③

１６

金

朝学習 ４時間授業

１７

土

Ｃ時程 わんぱく相撲① 総務会1:15～

１８

日

１９

月

敬老の日

２０

火

低学年朝会

２１

水

児童集会 クラブ

２２

木

秋分の日 水辺フェスタ

２３

金

朝学習

２４

土

２５

日

２６

月

全校朝会

２７

火

Ｂ時程 生活科見学② 自動車教室④

２８

水

Ｂ時程

２９

木

朝学習 生活科見学①

３０

金

朝学習 研究全体会

●

Ｂ時程 始業式低8:40～ 高9:10～ 給食始
引き渡し訓練〈5〉 大掃除〈2〉

○は学年、＜＞は何時間目

電話: ０３（３４５１）４９９２
FAX: ０３（３４５１）４９４９
〒108-0023
住所 東京都港区芝浦４‐8‐18
E-mail shibaura-es@minato-tky.ed.ne.jp
ＨＰ
http://shibaura-es.minato-tky.ed.jp/

