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夢がもてる我が母校を創ります。

港区立芝浦小学校 学校だより ６月号
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全力つくして 輝こう
～運動会前日～

り
校長 三浦 和志

明日は、平成30年度の運動会の日です。私にとっても芝浦小学校での初めての運動会で、今からワクワ
クしています。当日は、ご来賓、保護者、地域関係者の皆様、そして選手である児童、合わせて4,000名
を超える皆様と、一緒に過ごす一日となることを想定しています。どうか、子供たちの競技・演技に温かい
ご声援をお願いするとともに、譲り合ってご観覧ください。どうぞ、よろしくお願いします。
また後日、運動会への保護者・地域の皆様からのご意見・ご感想をいただきたいと存じます。特に来年度
からは、仮校舎増設に伴い、これまでと同じ発想では、運動会の運営を展開できないと考えるからです。
さて、間もなく1学期も前半が終了します。ここで子供たちには1学期前半の自分を振り返ってみてほし
いと考えています。私は始業式で、2年生から6年生の子供たちに「しずかでやさしい芝浦小学校にしたい
です。」という話をしました。始業式で心に誓ったお子さんの姿と今の姿はいかがでしょうか。ぜひ比べて
みてほしいです。
芝浦小学校の児童は、明日の運動会やこれまでの練習を通して、心をひとつにして頑張った競技・演技
で、周りの人たちを感動させることを体験するでしょう。そして、運動会スローガンにもある「全力つくし
て 輝こう」のように、最後までやり遂げる芝浦小学校の子供たちであってほしいと思っています。
明日の１１５３名の一人一人の輝いた姿を、温かく見守る芝浦ファミリーの熱い一日となることを、多い
に期待しています。

芝浦ギャラリー
～ 一年生
☆あさがおをそだてよう☆

～

↑種まきをしてから数日後、芽が出てくると大喜びでした。
「大きくなあれ」 毎日楽しみにお世話をしています。

☆がっこうたんけん☆

↑二年生が、優しく連れて行って
くれました。 ありがとう！

社会「しばうらの町たんけんたい」
３年担任

～３学年

山本

カンナ

３年生の社会科では、学校のまわりの様子について調べ、地域の特徴を学んでいます。方位（東西南北）や地図記
号を使って地図を読み解きながら、地域調べに出かけてきました。「ビルの中にお寺があった！」「八千代橋、百代
橋、藻塩橋…芝浦には橋が多いな。」「埠頭って何？」など、たくさんの気付きや疑問が生まれ、充実した学習とな
りました。また、徳純院の住職や埠頭公園前の交番の警察官、港南図書館の職
員の方にもお話をいただき、より芝浦に親しみを感じたと思います。
今後、実際に見てきたことを、班ごとに地図にまとめていきます。
この学習を通して「芝浦は○○なまち」と一人一人が自分の地域のよさを知る
とともに、自分の住む地域に誇りや愛着をもってほしいと思います。
なお、保護者の皆様には、地域調べの引率にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。

「特別の教科

道徳」がスタートしました

道徳担当 鮫島 彰子
平成３０年度より道徳の時間が「特別の教科 道徳」としてスタートしました。道徳が教科化されたこ
とにより、全児童に教科書が配布され、通知表に評価の欄が新設されます。いくつかの変更点はあります
が、道徳の時間における指導は、読み物資料等を活用しながら「道徳的価値についての理解を深め」「自
分との関わりで自己を見つめ」「友達の考えと自分の考えを比較して物事を多面的・多角的に考える」こ
とを通して、「自己のよりよい生き方について考えていく時間」であることは変わりありません。また、
年間指導計画に沿って１年間で指導する内容項目を計画的に指導していきます。
さて、通知表における評価については、毎時間の授業での子供たちの発言やノートの記録、意見交流の
様子等から、伸びたところやよさを記述で評価します。今年度から道徳も、他の教科と同様に教科書を持
ち帰っております。どんな教科書か、ぜひご覧ください。また、２学期の学校公開では道徳授業地区公開
講座も実施します。多くの保護者のご参観をお待ちしています。

泳力を伸ばしていこう

あいさつ運動
特別活動担当

体育・水泳担当 後藤 雅人
今年度もそれぞれの学年の目標に向かって、一人一
人の能力にあった水泳指導を行います。

永作

友理恵

芝浦小学校が、もっともっとあいさつをし合える学校
になるように今年も「あいさつ運動」に取り組んでいま
す。「あいさつ運動」は８時１０分から８時２０分の時

プール開きは、学年によって違います。１年・５
年・６年は、６月からです。２年・３年・４年は、
７月からとなります。１～６年生は、学年を２つに
分けて実施します。行事や祝日等の関係で同じ学年
でも水泳指導がある週とない週がありますが、どの
学級も計１０回（計２０時間）水泳の時間を確保で
きるよう計画しております。
子供たちが安全に水泳指導に参加できるよう、道
具の準備、カードの押印、そして、健康管理をお願
いします。

間に、あいさつ当番のクラスの児童が正門に立ち、登校
してくる児童にすすんであいさつを行う活動です。4、
５月は６年生があいさつ運動を担当し、全校児童の手本
となりました。あいさつ運動を行った児童からは、「大
きな声であいさつが返ってくるのがとてもうれしかった
です。」という振り返りの言葉がありました。学校生活
では、朝のあいさつ以外にも、あいさつをする場面が多
くあります。児童一人一人が、いつでも、どこでも、誰
にでもすすんであいさつができるように、あいさつ運動
をすすめていきます。
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地域の工事のお知らせと諸注意
副校長

三上

晶子

①藻塩橋の舗装・塗装工事
６月中旬から７月中旬に藻塩橋の工事があり、通行止
めとなる期間があります。この期間は横断歩道に保安員
が配置されます。信号機をよく見て、保安員さんの指示
に従い、通行する
ようにご家庭でも
指導してくださ
い。
②高浜橋の工事
高浜橋の工事
は、旧橋の取り壊
しの工事が行われ
ていましたが、本
年度はいよいよ新
橋の工事が始まりました。通行規制等は続きますが、交
差点の横断については、信号を守り、気を付けて通行す
るように、ご家庭でも指導してください。
③キックボードの利用について
三田警察から、キックボードは公道では利用できない
ことを指導されています。キックボードをお持ちのお子
さんとご確認ください。交通事故未然防止にご協力をお
願いします。

仮設校舎建設工事のお知らせとお願い

先日、港区より、本校の仮設校舎建設工事についての
お便りが全家庭に配布されました。また、近隣の皆様へ
のご説明もしていただきました。いよいよ来月から工事
が始まります。７月～２月末までの工事となります。７
月からの工事は正門周辺で行われます。工事に伴いまし
ては御苦労をおかけしますが、以下の点についてご理
解・ご協力をお願いします。
①７月２０日までは、通常通り、学校正門からの登下
校・来校ができます。
②正門を入って右側の守衛室周辺から校庭の一部が、工
事のエリアとして仕切られます。
③早朝・放課後・土・日に工事の工事車両が入ります。
正門周辺を通る時は、保安員・警備員の指示に従って通
行するようにしてください。
④放課後→からの下校は、必ず職員や保護者の方と一緒
に出ることとしています。ご家庭でも子供に話をしてく
ださい。
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新聞で芝浦小を盛り上げよう！
～広報委員会～
広報委員会担当

毛利

紫乃

広報委員会では、毎週の週目標を各学級に掲示
し、 芝浦小の出来事や児童の関心の高い内容を取り上
げて新聞をつくります。前回の委員会活動では、「広報
を通じて、芝浦小を盛り上げていきたい！」という強い
思いから、「全校にアンケートをとって、ランキングを
つくりたい。」「新しくいらした先生方の紹介コーナー
を設けたい。」など、様々なアイデア
が出ました。今後、５，６年生が協力
して取材やアンケートなどを行い、原
稿を書き上げていきます。また、低学
年にも読みやすいように、字の大きさ
やふりがななどの工夫をしていきま
す。出来上がった新聞は、校内に掲示しますので、来校
の際にぜひご覧ください。

今年度の研究について
研究推進担当 廣岡 亮子
芝浦小学校では、今年度の研究テーマとして
「児童一人ひとりがリーダーシップを発揮できる
学校の創造～１＋１＝∞ なりたい自分になろう
～」を設定し、様々な授業研究を行っています。
主な教科として、国語、学級活動、そして、昨年
度から取り組んでいる「リーダー・イン・ミー」
を中心として研究が始まりました。さっそく、
４、５月は、高学年が学級活動の授業を行いまし
た。それぞれの学級でクラスをよりよくするため
の話合いを行い、活発に発言する児童の姿が見ら
れました。今年は、２月に研究発表会もありま
す。日頃の授業を教員一丸となって研究し、子供
たちにとってより分かりやすい授業を展開できる
ように研究を深めていきたいと思います。今年度
も、どうぞよろしくお願いします。
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６月の予定

ぶくぶくうがいの効果

○は学年、＜＞は何時間目を表します。

1

金

大久保 美保

２

土

芝浦小学校では６月に１年生を対象に、歯

3

日

科校医を招いて歯みがきの学習をしていま

4

月

全校朝会 歯科⑤⑥ （地域清掃③⑤予備日）個人面談

す。学習の中では、うがいをすることで口腔

5

火

遠足②Ａ 委員会活動（６校時）⑤⑥

内がきれいになり爽快感を得ることができる

6

水

Ｂ時程

のを実際にみんなで体験もします。

7

木

朝学習 【読み聞かせ①②】 全学年４時間授業
（避難訓練予備日）
校内研究授業（５校時 ２年５組 ３年４組）

8

金

音楽朝会④⑤⑥ 遠足②Ｂ 個人面談

9

土

Ｃ時程 新体力テスト日

10

日

11

月

12

火

朝学習 移動教室（始）⑥Ａ 歯科③④ 個人面談

13

水

音楽朝会①②③ 尿検査三次（３回目） 歯科②

14

木

朝学習 歯科① 個人面談

15

金

朝学習 移動教室（終）⑥Ａ 脊柱側弯⑤

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

朝学習 （個人面談⑥Ａ） 通学路点検

21

木

朝学習【読み聞かせ①②】 歯科指導①Ｂ
（個人面談６Ａ）

22

金

児童集会①②③ 移動教室（終）⑥Ｂ

23

土

24

日

芝浦小学校同窓会

25

月

全校朝会 オリパラ車いすバスケット教室

26

火

Ｂ時程

27

水

体育朝会②④⑥クラブ活動④⑤⑥（５校時）

28

木

児童集会④⑤⑥ 学校公開（始） セーフティ教室①②③
（連れ去り防止）

29

金

朝学習 学校公開（終） 健康診断（終）
新体力テスト（終）

30

土

保健給食部

むし歯予防は、歯みがきだけではなく「ぶ
くぶくうがい」も効果があります。食事やお
やつの後は、むし歯の原因となる菌が好む酸
性の状態に傾いています。酸性の状態が長い
と、むし歯が増えやすくなってしまいます。
はみがきができない場合でも、ぶくぶくうが
いをして口腔内をきれいに保ちましょう。

「いかのおすし」
生活指導部

柿坪

研介

６月２８日（木）に、三田警察署の方に来てい
ただき、１～３年生が対象の連れ去り防止を目的
としたセーフティ教室を行います。自分の身は自
分自身で守ることができるように、安全について
の意識を高めることができればと思います。児童
が安全に楽しく学校生活を送ることができるよう
に、指導してまいりますので、各家庭でも「いか
のおすし」を合言葉に、安全についてお話くださ
い。よろしくお願いします。
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『行かない』
『乗らない』
『大声でさけぶ』
『すぐに逃げる』
『知らせる』

１年生：
２年生：
１年生：
３年生：
２年生：
４年生：
３年生：

児童数
２０４名 （５月２日現在）
５年生：１６５名
１９９名
２３７名
１８７名
２０２名
１６３名
１９８名

４年生： １８６名

６年生：１２４名
５年生：１６７名
６年生：１６３名
計 １，０４２名

計

１，１５３名

朝学習 避難訓練

個人面談 新体力テスト（始）

◎
◎

○

新体力テスト日

ＰＴＡ総務会

全校朝会 移動教室事前検診⑥Ａ（１，２，３組）
水道キャラバン④

全校朝会 移動教室事前検診⑥Ｂ（４，５組）
全学年４時間授業 パナマ大使館との交流④
パナマ料理給食（全学年）
体育朝会①③⑤ 移動教室（始）⑥Ｂ 歯科指導①Ａ
（個人面談⑥Ａ）

◎
○

◎
◎

○

○

スクールカウンセラー来校日
◎眞田カウンセラー
○小松カウンセラー

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

