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新年度に向けて
校長

篠原 敦子

プロムナードに並んでいる植木鉢を見ると、２年生が植えた球根の芽がどんどん伸び
てきています。寒い冬を越えて、もうすぐ春の訪れを告げているようです。いよいよ今
年度最後の月、３月です。玄関にはＰＴＡの成人教育委員の方が飾ってくれたおひな様
が、毎日元気よく登校する子供たちを迎えてくれています。
さて、学校では、1年間のまとめの時期に入りました。先月６年生と日光移動教室に
行ってきました。まだ雪が残っている日光でしたが、自然に親しみ、歴史と伝統文化の
素晴らしさにふれた３日間でした。６年生も、小学校生活最後の良き思い出が作れたこ
とと思います。２年生は、校長室での九九の検定が大詰めを迎えています。すでに合格
した子が校長室の外で待ち、出てくる仲間に、
「どうだった？」と声をかけ、
「合格した！」
という答えに、抱き合ったり、拍手でたたえたりと、微笑ましい光景を見せてくれてい
ます。全員合格を目指して頑張っています。
６年生を送る会の準備も始まりました。お世話になった６年生に喜んでもらおうと、
各学年趣向を凝らした出し物を用意しています。こうして、在校生も、ひとつずつ学年
を進級する準備もはじまります。
平成２８年度は、新１年生３学級を加えて、２年生から４年生までが３学級、５・６
年生が２学級の合計１６学級でスタートする予定です。３月の保護者会で詳しくお話し
いたしますが、次年度から、全学年、学級編制替えを行いま
す。また、特別支援教室（仮称；高輪台ルーム）も開設（港
区全小学校実施）されます。
高輪台小学校では、引き続き、教育目標を、「心もからだ
も健康な子 すすんで学びがんばる子 責任を果たし助け合
う子 美しいものを大切にする子」とし、左のキャッチフレ
ーズのような学校を目指し、日々の教育活動を推進していき
ます。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
＊＊ SNS東京ルール ＊＊
東京都教育委員会では、都内公立学校の児童・生徒が、SNS（ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞ
ｽの略）によって、いじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれないようするとともに、学
習への悪影響を防ぐためにルールを策定しました。下記の５つです。
この東京ルールを基に、学校や家庭でもルール
を決めて、子供たちが上手に利用できるように考 ①一日の利用時間と終了時刻を決めよう
えていきましょうとのことです。学校ルールは今 ②自宅でスマホを使わない日を作ろう
年度中にお知らせいたします。ご家庭でも、お子 ③必ずﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞをつけて利用しよう
様と一緒に話し合ってみてください。
④自分や他人の個人情報を載せないようにしよう
⑤送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう

お 知 ら せ

３月行事予定
日 曜
学校行事予定 等
１ 火 委員会活動
２ 水 体育朝会（全校縦割り長なわ大会）
６年生を送る会
３ 木 エプソンアクアパーク見学（１・２年）
高輪神社見学（３年）
授業参観・保護者会（４・５・６年）
５時間授業（４・５・６年）
４ 金 音楽朝会
授業参観・保護者会（１・２・３年）
５ 土 美しい日本語の話し方教室（５年）
二分の一成人式（４年）
ふれあいコンサート（５年／午後）
６ 日
７ 月 全校朝会
８ 火
９ 水 体育朝会（予備日）
10 木 安全指導 家庭科出前授業（６年）
11 金 児童集会 ５時間授業
12 土 遊び場開放
13 日
14 月 全校朝会
15 火 プログラミング出前授業（３年）
16 水
17 木 読み聞かせ
18 金
19 土 遊び場開放
20 日 春分の日
21 月 振替休日
22 火
23 水
24 木 修了式 給食終わり
４時間授業（１・２・３年）
卒業式予行練習（４・５・６年）
25 金 卒業式
26 土 春季休業日始まり
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木
＊３月の避難訓練は予告なしで行います。

放
○

○

○ユニセフ募金のお礼
運営委員会の児童の取組で行われたユ
ニセフ募金では、８４，３１９円集まり
ました。ご協力ありがとうございました。
○港区健康づくり努力児童
次の児童が表彰されました。おめでと
うございます。
６年 入船
快 さん
６年 入船
純 さん
６年 川上 壮汰 さん

○

○教職員の妊娠のお知らせ
４年２組担任の福井佳那江教諭が、３
月で妊娠約２ヶ月となりました。当分の
間は、みんなと一緒に走ったり、運動し
たりすることができなくなります。４年
２組の体育指導は、体育講師の竹内宗章
先生が行います。

○

○特別支援教室の説明会について
港区教育委員会では、保護者等を対象
とした特別支援教室の説明会を開催します。
開催日は３月１２日（土）と３月１４
日（月）の２回です。場所や時間の詳細
は、港区役所のホームページの特別支援
教育の所に掲載されています。

○

○

○
○

３月の目標
「１年を振り返り、まとめをしよう」
生活指導部

小林 遼平

３月は、この１年の締めくくりの月です。
この１年を振り返り、意識して取り組んでき
たことやがんばってきたところを自信とし
て、さらに成長できる月としたいと思います。
がんばりはなかなか他の人には見えません
が、それを家族や学校の先生や友達に認めて
もらい、ほめてもらうことでさらにやる気も
出てくると思います。
気持ちのよいあいさつができた、忘れ物を
しなかった、遅刻をしなかった、丁寧に字を
書いた、友達に優しくできた、外で元気よく
遊んだ、など大人が当たり前だと思っている
ことでも、子供の心の中には自分なりに頑張
ったことがきっとあるはずです。
子供たちが、来年度に向けてさらに自信を
もっていけるよう、声をかけていきたいと思
います。

たくさんのことを学んできました～６年 日光移動教室～
６年担任 阿部 巧・田端 芳恵・鈴木 祐助
２月１５日から１７日までの２泊３日、６年生は日光移動教室に出かけてきました。一人一人
が自分の課題を設定し、友達と協力し合いながら現地でしかできないことを経験してくることが
できました。
○みんなが協力してくれたので、移動教室で
班長をやってよかったと思いました。
○自由に遊ぶ時ときちんとすべき時とのけじ
めをつけることの難しさと大切さを実感し
ました。
○時間を守ることが改めて大切だと思いまし
た。共同生活で協力することの大事さを実
感しました。
○班長となり、自分のことと班長の仕事の二
つをこなすことの大変さを学びました。
○みんなをまとめることは苦労したけれど，
たくさんの思い出ができ、より仲が深まり
ました。
○初めて班長という立場になり、みんなの思
いなどが分かり、みんなに支えられながら
いろいろなことを学びました。

６年生を送る会

○学んだことは協力することです。みんなで
支え合っていたから充実した三日間を過ご
せました。
○活動を通して人をまとめることの大変さを
知りました。この経験を忘れずにいたいで
す。
○努力したことは連絡を間違えないように伝
えることです。また、役割の重要さを学び
ました。
○みんなをまとめたりリードしたりする中で
いろいろなことを学びました。班長をして
良かったです。
○自分が分からなかったことを深く学べたり
いろいろな体験ができたりした、よい三日
間でした。

特別活動部

清水 真澄

３月２日（水）は６年生を送る会です。在校生が協力して楽しい集会を開き、学校を支えて
きてくれた６年生の卒業を祝うとともに、感謝の気持ちを伝えます。
１～５年生は、お祝いの出し物や会場の飾り付けを準備しています。出し物は今までお世話
になった最上級生に「ありがとう」の気持ちをこめ、歌や合奏など、各学年が工夫をこらした
内容です。６年生に喜んでもらえるよう、小学校生活を振り返ってもらえるよう、当日に向け
練習に励んでいます。また、運営委員会は、６年生との対決ゲームの運営と当日の進行を務め
ます。縦割り班活動では５年生が中心となって、プレゼントを用意しました。
当日、６年生は、小さい頃の写真とともに成長した姿を見せ、入場します。６年生の出し物
は、在校生にとって毎年楽しみにしているプログラムです。
６年生との思い出づくりの会を自分たちの手で行うことに
より、他の学年との交流を深め、協力して活動することに喜
びを味わってくれることを願っています。

高輪幼稚園・高輪保育園・愛星保育園との交流
１年担任

豊福 陽子・河野 麻衣・柄澤 千夏

１年生は、幼稚園や保育園の園児との交流を行っています。小学校生活の様子や名前の書き方に
ついて、お兄さん・お姉さんらしく教えてあげる姿がたくさん見られました。
○きゅうしょくのしょうかいをしたら、ほいく
えんのみんながじょうずだったねといいまし
た。がんばったのかなとおもいました。

○年ちょうさんにやさしくできてうれしかった
です。えんぴつのもちかたや、としょしつを
おしえたときに、やさしくできました。

○べんきょうがかりがきらきらぼしをひいたと
き、男の子がきょくのつづきをはなうたでう
たっていたのがかわいかったです。

○名まえをかくときに、やさしくほめてあげ
たら、あい手の子がにこっとわらいました。

○えんぴつのもちかたをもうちょっとじょうず
におしえてあげれば、ようちえんの子たちが
もっとじょうずにかけたのかなとおもいまし
た。
○えんぴつのもちかたをおしえました。すごく
きんちょうしました。まちがったところをや
さしくおしえられました。

展覧会出品者紹介
東京都公立学校美術展覧会
＜書
＜図

写＞
工＞

６年
６年

１名
１名

２年

１名

港区図画工作展覧会
１年
２年
３年
４年
５年
６年

３名
６名
６名
６名
６名
６名

港区・北京市朝陽区小中学校書画交流展

１名
１名
＜図工の部＞ ２年 ３名
５年 ２名
＜書の部＞

４年
５年

都小学校書き初め展（文書館）
１年
２年
３年
４年
５年
６年

６名
６名
６名
６名
４名
６名

○あたらしいおともだちができてうれしかった
です。「たかなわだいの一年かん」をじょう
ずにいえてよかったです。
○いっしょにいた女の子が、名まえをかくのを
がんばっていました。いっしょにべんきょう
できてうれしかったです。
○ようちえんやほいくえんの子は、はじめて字
をかくのに、おしえ
たらじょうずにでき
てすごいとおもいま
した。

～みんながんばりました～

