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プログラミング学習
校長 篠原 敦子
玄関に 5 月人形が飾られました。子供たちは嬉しそうに眺めています。新学期が始まってもう一ヶ月が
たちました。毎朝、健康観察カードを校長室に届けてくれるお子さんに「新しいクラスは楽しいですか？」
と聞くと、
「はい、楽しいです。
」と答えてくれ、嬉しく思っています。
さて、保護者会や HP でお伝えいたしましたが、高輪台小学校に Pepper がやってきました。Pepper
社会貢献プログラムを活用し、子供たちにプログラミング教育を進める目的です。プログラミングの体験
を通して、小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成を目指しています。つまり、
ロボットは「魔法の道具」ではなく、人間の意図したことを行わせることができる物であるということを
認識し、自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ
一つの動きをどう組み立てていくのかといった筋道立てて考えることができ、自分たちの生活に生かして
いこうとすることをねらいとしています。
6 年生は、実際に Pepper と授業をしました。今回は、基本操作の仕方を学んだり、Pepper と一緒に
踊ったりゲームをしたりしました。最後に、
「将来、Pepper のようなロボットが生活の中でどのように活
躍するか」
「私達にとって良いこと」を考えたところ、次のような意見が聞かれました。
○ロボットが家事をしてくれたら、家族で過ごす時間が増える。
○困っているときに助けてくれたり、心が落ち着かないときに和ませ
てくれたり癒やしてくれたりする。

５月の子育て茶話会は、
５月２３日（火）
９：３０～１０：２０
校長室にてお待ちしています。

今後、子供たちがどんなプログラムをつくっていくのか楽しみです。
４月１１日付けで、文部科学大臣から学校に東日本大震災により避難した児童生徒又は原子力発電所事
故により避難している児童生徒へのいじめ防止についてのメッセージが届きました。児童向けのメッセー
ジは月曜朝会で私が代読しました。保護者・地域の方宛てへのメッセージをお届けします。
（保護者、地域の皆様へ）
子供たちは、親や地域の大人の言動を見ています。被災児童生徒へのいじめの背景の 1 つには、
避難されている方々への誤解や、被災地の状況や放射線に関する理解不足からくる、大人の配慮に
欠ける言動があるとも考えられます。まずは、大人である私達が、被災された方々、故郷を離れて
生活されている方々の思いを理解すること、放射能について科学的に理解するとともに、科学的に
思考し情報を正しく理解することが必要です。現在でも、PTA 関係者をはじめとする保護者、地域
住民の方々が、教育委員会・学校と連携して、被災地の状況や放射線に関する理解を深めようとす
る取組が進められています。引き続き、保護者、地域住民の方々と教育委員会・学校が連携し、子
供たちにおけるいじめをなくす取組を行っていただきますようお願いいたします。
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〇緊急メールの登録・更新のお願い
４月にご案内をさせていただいた緊急メールの登
録・更新はお済みでしょうか。まだ未登録のご家庭が
ありましたら、至急手続きをお願いいたします。

〇

〇５月人形
今年も、子供たちの健やかな成長を願って、PTA
成人教育委員の皆さんが、玄関に５月人形を飾ってく
ださいました。５月２３日頃まで飾っていますので、
どうぞご覧下さい。

そら豆のさやむき（2 年）

〇

遠足（５・６年）歯科検診（３・４年）
消防写生会（2 年） 地域理解日
体育朝会 運動会全体練習

〇防犯ブザーについて
港区では、通学路における安全確保のため、全児童
に携帯防犯ブザーを配布しています。もし、故障等の
場合には、無償で交換できますので、担任まで申し出
てください。ただし、電池切れの場合は、消耗品のた
め、各ご家庭で交換をお願いいたします。

眼科検診（４・５・６年）
安全指導 歯科検診（１・２年）
耳鼻科検診（３・４年）
音楽朝会

耳鼻科検診（１・２年）

尿検査二次 ハイパーQU（４・５・６年）

〇
〇

遊び場開放

教育実習始

5 時間授業

〇

犬塚 龍彦 先生

〇港区×フジテレビ PARA☆DO！のご案内
日時 ５月２４日（水）午後４：００～６：００
場所 港区スポーツセンター５F サブアリーナ
対象 子どもとその保護者等
内容 パラスポーツの体感・トークショー＆ライブ
お時間のある方、参加してみませんか！
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体育朝会 運動会全体練習
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運動会係打ち合わせ（５・６年・4 年応援団）
土曜授業

〇着任しました
サイエンスアシスタント

〇

遊びのきまりを守ろう

〇

生活指導部

引き渡し訓練

〇

運動会全体練習
〇

児童集会
運動会係打ち合わせ（５・６年・4 年応援団）
運動会

〇

5 月は「遊びの決まりを守ること」に重点をおいて
指導します。
外で遊ぶのが気持ちのよい季節になりました。新し
い学年での生活にも慣れ、休み時間には元気いっぱい
に校庭で遊んでいる子供たちの姿が見られます。
安全に楽しく遊ぶためには、決まりを守ったり互い
に譲り合ったりしながら遊ぶことが必要です。ボール
を使ってよい場所や、１年生を優先的に遊ばせてあげ
る場所があります。また、学年ごとに体育館で遊ぶ曜
日も決められています。次の人のことを考えて使った
道具をきちんと片付けることも大切です。
きちんと決まりを守りながら、元気に遊び、健康な
体づくりができるよう指導していきたいと考えていま
す。

３・４年生遠足

３年担任
４年担任

大野裕介・豊福陽子・熊本温子
田端芳恵・小林遼平・小笠原孝文

３・４年生は４月２４日に、よこはまこどもの国へ遠足に行ってきました。遊具や１１０メートルコースター
を楽しんだり、広い芝生の上で思いっきり体を動かしたりするなど、思いっきり遊ぶことができました。友達と
仲良く遊ぶ楽しさや集団で行動することの大切さを感じた一日でした。
〇一番楽しかったのは、星型のジャングルジムです。
一番上のところに立って辺りを見回すと自然など
がたくさん見えたのが心に残りました。

〇１１０ｍのローラーすべり台で遊びました。すべり
台が長くておしりが痛くなりました。それでも楽し
かったので２回乗りました。４年生の友達とも遊び
ました。

〇遊具広場にあるターザンロープが楽しかったで
す。ターザンロープでは思わず「アーアアー。
」と
言ってしまいました。風がとても涼しくて気持ち
が良かったです。

〇遠足に行って心にのこった事の一つ目は、バスに乗
った時、３年３組のお友達がはく手で出むかえてく
れたことです。なぜかと言うと、先生が言わなくて
も自動的にはく手をしてくれてうれしかったからで
す。

〇遊牧園では、高い山のてっぺんまで登って遊びま
した。空は青く地面が緑で気持ちが良かったです。
ぐるぐる転がっていったら少しよいました。4 年
2 組全員で行く初めての遠足だったので、とても
うれしかったです。

学校探検

〇遠足は移動中に「こんなものもあるんだ。
」
「これき
れいだね。
」などの会話が友達とできて、とても楽し
い勉強です。いい思い出を作ることができました。

２年担任

鈴木祐助・橘田美穂・齊藤邦男

４月１５日（土）の生活科の時間に、２年生は１年生と学校探検をしました。１年生のときのことを思い出し、
どのように接してあげたら１年生が喜ぶかを考えながら取り組むことができました。
〇１年生に優しくすることを頑張りました。１年生はすごくいい子で質問
をしたらすぐに答えてくれました。遠足に行くときも優しくしたいなと
思いました。
〇僕は学校探検で最初に音楽室に行きました。そして、最後に算数室に行き
ました。今の１年生も来年案内ができるといいなと思いました。
〇緊張したけれど楽しかったです。学校を案内してあげて、
「ここはこうする
んだよ。
」と言えたのが良かったです。また、１年生に教えたいです。

1 年生を迎える会
特別活動部 清水真澄
４月２１日（金）に１年生を迎える会がありました。２年生から 6 年生が 1 年生をあたたかく迎え、穏やか
な雰囲気に包まれた会となりました。
６年生は、１年生と手をつないで入退場をしました。５年生は、高輪台小学校の生活で大切なことを、４年生
と３年生は、高輪台小学校の 1 年間の行事の様子を、ダンスや合唱、演技を交えて楽しく紹介しました。２年
生は、昨年度、自分たちで育てたアサガオの種をプレゼントしました。
１年生は、立派な態度で、お兄さんお姉さんの出し物を一生懸命見ていました。この会を通して、１年生は更
に高輪台小学校の一員としての自覚を高められたことと思います。

相談室より
スクールカウンセラー

大平育世

鈴木定子

今年度から高輪台小学校にスクールカウンセラーとして勤務させていただくことになりました。
相談室では、休み時間や放課後に子供たちが来室し気になることを話したり気持ちの整理をしたりするお手伝
いをしています。中休みは子供たちが自由に来ることができるように開放しています。
また、お子様の成長や教育に関する保護者の皆様の心配ごとについて、スクールカウンセラーが相談を承って
います。例えば、
「学校に行きたがらない。
」
「友人関係で悩んでいる。
」
「学習面の心配がある。
」など、様々なご
相談をお受けしています。週２日開室しており、火曜日は鈴木、金曜日は大平が担当します。何かお話しされた
いことがありましたら、お気軽にご連絡ください。相談の予約は、隈部副校長先生か養護教諭の佐藤先生、担任
の先生を通してお申込みください。どうぞ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
昨年度より、
発達について気になる児童を対象に、
本校において通級指導を行う特別支援教室を開室しており、
本校では高輪台ルームとよんでいます。特別支援教室とは、生活面や学習面での困難を克服・改善するための指
導を行うために、設けられた教室です。
また、通常の学級の教室内で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
について、これまで同様に配置を希望することができます。
特別支援教室の通級を希望される保護者の方は５月１９日（金）まで、学習支援員の配置を新規に希望される
保護者の方は５月１２日（金）までに、担任、特別支援コーディネーター、または副校長に連絡してください。
※なお、継続して特別支援教室の利用や学習支援員の配置を希望される保護者の方につきましても、特別支援教
室の通級は５月１９日（金）まで、学習支援員の配置は５月１２日（金）までに、担任、特別支援コーディネー
ター、または副校長に連絡してください。

高輪地区総合支所コーナー
プレーパーク（冒険遊び場）を開催します。
子供が「自分の責任で自由に遊ぶ」ことを大切にし、通常の公園利用における禁止事項を少なくし、道具や
廃材、地形などの自然環境を使って、自分のやりたいことに挑戦できる遊び場です。事前の申し込み等はあり
ません。参加自由、少雨決行、荒天中止です。当日の開催状況については、みなとコールへ。
（℡5472-3710）
なお、高輪地区・芝浦港南地区では、平成 28 年度から地域住民団体「みなと
外遊びの会」がプレーパークを運営しています。港区では運営に関わる地域サ
ポーターを募集しています。詳しくは、
「みなと外遊びの会」Facebook をご
覧ください。
【開催場所及び開催予定日時】
●亀塚公園（港区三田 4-16-20）
5／10（水）
、6／14（水）いずれも午前 11 時～午後 5 時
●高輪森の公園（港区高輪３－１３－２１）
４／30（日）
、5／28 日（日）
、6／25（日）いずれも午前 10 時～午後４時
【問合わせ】
高輪地区総合支所協働推進課 まちづくり推進担当 TEL 5421-7664

