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子供たちのために
副校長 山崎 義弘
校長の学校経営方針の第一は、
「地域に根ざした特色ある教育」を推進することです。文京区の「
『生きる力』実
現・学校力パワーアップ事業」予算や、
「東京都のオリンピック・パラリンピック教育推進事業」予算を活用し、
今年度も特別授業を充実させるとともに、日々の授業が子供たちにとって魅力的でわかりやすいものとなるよう改
善しました。
「地域は学校 地域は先生」特別授業を通して、子供たちが、伝統文化や最先端の科学等に触れ、もっともっと
知りたい学びたいという意欲をもつとともに、地域の文化や伝統を愛する心をもってほしいと願っています。
平成 28 年度 「地域は学校 地域は先生」特別授業
５月
駒込警察署 自転車安全教室 ３年
地域たんけん 笑吉～根津神社～飴細工～鴎外記念館 ３年
劇団四季 美しい日本語の話し方教室 ５・６年
ひまわりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京大学、日比谷花壇様 全学年
６月
戦後の地域のようす 千駄木在住 秋永正道様 ５年
原爆先生 原爆先生 池田眞徳様 ６年
戦後の地域のようす 千駄木在住 武藤富男様 ２・３・４年
蝶のふしぎ 日本蝶類学会 浅野正博様 倉澤良章様 ３年
文京区社会福祉協議会 高齢者体験学習 ４年
高齢者との交流 向丘高齢者在宅サービスセンター ４年
７月
図書館へ行こう 本郷図書館 ２年
昆虫のからだ 日本ｱﾝﾘﾌｧｰﾌﾞﾙ館 中嶋正人様 ３年
水道ｷｬﾗﾊﾞﾝ 東京都水郷局 ４年
租税教室 本郷法人会・本郷税務署 ６年
まちたんけん 千駄木のまち 本郷図書館 ２年
９月
ふれあい講座 文京区清掃局 ４年
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ体験 日本ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｻｯｶｰ協会 小島雄登様
日本代表強化選手 寺西一様 ４・５年
まちたんけん 団子坂 谷根千 ２年
カラスのおはなし 東京大学 松原始様 全学年
10 月
論語の授業 湯島聖堂斯文会 謡口明様 ５・６年
ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ特別授業 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ銀ﾒﾀﾞﾘｽﾄ坂本功貴様 全学年

動物ふれあい教室 上野動物園 １年
放射線について ｴﾈﾙｷﾞｰ環境理科研究所 大橋信介様 松谷信治様 ４年
防災学習 本郷消防署根津出張所様 本郷消防団様 ４年
11 月
ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ特別授業 ﾗｸﾞﾋﾞｰ元日本代表 斎藤裕也様 全学年
ｹｰﾀｲｲﾝﾀｰﾈｯﾄ安心安全教室 おやじ日本 森田孝明様 浅野悦洋様
４・５・６年
動物ふれあい教室 上野動物園 ２年
歌舞伎音楽教室 伝統芸能一座「わざをぎ」様 全学年
12 月
能楽体験教室 宝生流能楽師シテ方 佐野登様 全学年
地球教室 朝日新聞社、旭化成ホームズ様 ５年
子ども・夢・ｱｰﾄ・ｱｶﾃﾞﾐｰ 多摩美術大学名誉教授 大津英敏様
５・６年
ｱｶﾃﾞﾐｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 東京大学総合研究博物館 ６年
伝統文化を学ぶ 深澤敦子様 文化ｻｰｸﾙ様 図工ｸﾗﾌﾞ
１月
茶道体験 佐藤𠮷昭様 ５・６年
ｷｬﾘｱ教育 千駄木在住 秋永正道様 ６年
２月
昔遊び体験 尾崎哲雄様 ほか １年
いのちと心の授業 助産師様 ３年
薬物乱用防止教室 駒込警察署 ５・６年
手話教室 文京区社会福祉協議会 ４年
華道体験 若林理慶様 ４年
点字等体験
４年

１月２３日（月）に、モンゴル国の教育文化科学省や労働社会保障省などの方々１０名が
来校され、本校の特別支援教育について見学されました。子供たちが事前に学習していたモンゴ
ル語での挨拶をすると、来校された方は、腰を低くして子供たちの目線に立ち、モンゴル国の歌を披露してくださ
いました。
「子供たちのために」を常に考えれば、実践がこれで十分ということはありません。常に改善に取り組
む必要あります。本校の実践への感想やご意見を尋ねる私たちに、本校の教員への敬意と感謝を示してくださるモ
ンゴル国の皆様の姿に心の温かさを感じ、
「よいお客様に来ていただいた」
「また来ていただきたい」という思いを
もちました。
11 月から 12 月にかけては感染性胃腸炎が、1 月に入りインフルエンザが流行しています。ウイルスに感染する
と、おう吐や下痢、発熱や関節痛が起こります。子供たちに、そのような辛い思いをさせたくない、校内での流行
は絶対に避ける、という信念を教職員全員がもち、予防に取り組んでいます。うがい薬や液体せっけんを用いた手
洗い・うがいの徹底、流行の兆しが見えた段階でのマスク着用や教室の消毒など、早期対応に努めています。ご家
庭の協力もあり、校内では今のところ大きな流行を避けることができています。今後も、引き続き、子供たちが健
康で元気に登校して学習や運動に取り組めるよう、感染症の予防に努めていきます。
汐見小学校ホームページ

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/shiomi-ps/

席書会・書き初め展

1 月 11 日に席書会を行いました。どの児童も一文字一文字心をこめて丁寧に
書きました。

5 年社会科見学
1 月 13 日（金）
、5 年生は、明治なるほどファク
トリー坂戸社、コカ・コーライーストジャパン多摩
工場へ社会科見学に行きました。実際に働いてい
る人の姿を見たり、お話を聞いたりしたことで学
習を深めることができました。

５・6年茶道教室
1 月 17 日（火）
、19 日（木）本校の 5・6 年生を
対象として佐藤𠮷昭先生に茶道体験学習をしてい
ただきまた。お茶を立てる体験を通して児童は、礼
儀や作法とともに、
「人に対する思いやり」や「物
を大切にするこころ」を学ぶことができました。

読書旬間
3 学期も様々な分野の本にふれる時間を確保し読書の機会を増すことで、本に親しみ、読書の楽しさを味わうことを目
的として読書旬間を行います。
日程：２月１４日（火）～ ２月２５日（土）
活用時間：けやきタイム・各教科で図書室を活用した時間などで行います。

２月行事予定
１
２
６
７
８
９
１０
１３
１４

水
木
月
火
水
木
金
月
火

運動朝会、四時間授業
生活科昔遊び（1年）
全校朝会、委員会活動
点字体験（4年）
運動朝会
学校関係者評価委員会
児童集会
全校朝会、社会科見学（6年）読書旬間開始
クラブ活動

寒さに負けずがんばろう
１６
２０
２１
２４
２５
２７
２８

木 なかよし班
月 全校朝会、クラブ活動（見学）
火 薬物乱用防止教室（5・6年生）
手話体験（4年）
金 学校公開、生活科昔遊び（1年生）
持久走期間終了
土 学校公開、三時間授業、読書旬間終了
月 全校朝会、委員会活動
火 6年生を送る会
○事前連絡なしの避難訓練を予定しています。

