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作成したりする活動に取りかかっています。

こうした取組みは、７月９日（土）に実施される

「中央区子ども環境サミット」で発表の予定です。

６月は、地球温暖化防止に向けた「ＣＯ２削減ア

クション月間」です。東京都教育委員会が主催する

この取組みでは、子どもたちが各家庭で節電や節水、

省資源などの活動を行い、その結果をチェックシー

トに記録することにより、ＣＯ２の削減量を算出す

るものです。保護者の皆様には、子どもたちと一緒

に取組んでいただき、無理をせず無駄を省くことで

地球にも家計にもやさしい生活スタイルについて考

え、実践していただければ幸いです。

さて、蔦の絡まる緑豊かな本校校舎は、銀座のラ

ンドマークとしてその美しさが評価されています

が、この蔦には日光を遮蔽するとともに、蔦の葉の

蒸散作用により、壁面の温度を下げる効果があるよ

うです。この点に着目した都市環境工学の専門家で

ある日本工業大学の成田教授が、本校校舎の熱画像

写真を撮影してくださることになりました。蔦の効

果が科学的に立証されることが楽しみです。

真に必要な電力は消費しつつも、無駄な消費を抑

えることはたいへん合理的な取組み方です。次代を

担う泰明小の子どもたちには、自ら考え実践してほ

しいと期待しています。保護者の皆様のお力添えを

お願いたします。

５月の爽やかさが一変し、平年に比べ１７日も早

く梅雨入りしました。これからは高温多湿の時期を

迎えます。都心部においてはヒートアイランド現象

の影響もあり、エアコンが欠かせないところですが、

今年の夏はその設定温度、使用時間等に注意を向け

る必要があります。

国を挙げて節電への取組みが計画されている今、

本校においては、教育活動に必要な電力は消費しつ

つも、無駄を省くことで取組みに協力するとともに、

この機会を生かして、環境に関する具体的な学習を

行うことが重要であると考えます。

本校では、５年生が中心となって環境に関する学

習を展開しています。５月１７日には、銀座周辺の

企業、交番、町会などの皆様にご協力をいただき、

それぞれの環境への取組み内容等を子どもたちが取

材してきました。

私が同行した帝国ホテルでは、客室の節電は難し

いものの従業員のスペースを中心に徹底した節電を

行っていること、また、三越デパートや松坂屋デパ

ートでは、屋上緑化により、冷房のための電力の節

電につながっていることなどの情報を得ました。取

材に応じてくださった皆様に感謝いたします。

こうした体験を元に、５年生の児童は「自分たち

にできること」を考えています。その一つは、ゴー

ヤの苗を育て、緑のカーテンの普及を呼びかけるも

のです。育てた苗を希望者に差し上げ、各家庭など

で実践していただくことにより、節電を図るもので

す。東京のＦＭラジオ放送局「Ｊ－ＷＡＶＥ」から

無償でいただいた約４００粒の種を育苗中です。エ

アコンの効果を高める取組みであり、結果として節

電につながりますので、ご家庭やご親戚の家などで、

可能な範囲でご協力いただければ幸いです。この取

組みには幼稚園のゆり組さんも力を貸してくれまし

た。

５年生の子どもたちは、節電やゴミの一層の分別

を促すため、全校朝会で呼びかけたり、ポスターを
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日 曜 朝 小学校 幼稚園・ＰＴＡ

１ 水 ＜水曜時程＞ 衣替え りぷりんと(１・２） 衣替え

２ 木 泰明読書 白鶴田植え体験（５） 安全指導 P 評議員会

水着販売（ｲｽﾞﾐﾔ）

３ 金 泰明読書 読書週間終 よい歯の表彰式 絵本貸出

４ 土

５ 日 講話 日曜授業参観 学校説明会 日曜参観日 幼稚園説明会

食育（４）

６ 月 振替休業日 振替休業日

７ 火 泰明読書 身体測定 教育実習始

８ 水 ＜水曜時程＞ 日生劇場観劇（６）柳染め（５）

水着販売（ｲｽﾞﾐﾔ） 代表委員会

９ 木 泰明読書 避難訓練 避難訓練

10 金 チャレンジタイム 安全指導 絵本貸出

11 土 前期土曜スクール②

12 日 校庭開放

13 月 講話 委員会活動 絵本の読み聞かせ（うめ組）

14 火 泰明読書 校長相談日 学級活動（２・３） 園長相談日

交流給食（６）

15 水 ＜水曜時程＞ 午前授業 交流給食（２） 保育時間変更

清掃工場見学（４）

16 木 保健講話（林先生） プール前健診（対象者のみ）

交流給食（４）

17 金 泰明読書 センター教室（３）交流給食（５） 絵本貸出

教育実習終

18 土

19 日 校庭開放

20 月 講話 プール開き 交流給食（１） プール開き

クラブ活動

21 火 泰明読書 交流給食（３） みゆき通り清掃

22 水 ＜水曜時程＞ 仲良しタイム⑥

23 木 泰明読書

24 金 泰明読書 開校記念集会 開園記念集会

絵本貸出

25 土 前期土曜スクール③ 開校記念日 開園記念日

26 日 校庭開放

27 月 講話 クラブ活動 絵本の読み聞かせ（ゆり組）

銀座街探検

個人面談始 教育実習終

28 火 泰明読書 誕生会

29 水 ＜水曜時程＞ 研究授業（４）

30 木 泰明読書 定期健康診断終 プラネタリウム鑑賞
定期健康診断終

※（ ）は学年を表します。
※予定は変更することもあります。

生活目標

思いやりをもって

生活しましょう。

このマークは、セカンドバック登校の日を表わします。



今年度の目標は・・・

栄養士 足立 奈緒子

５月中旬、１年生の親子給食会を実施しました。実施後のアンケートでは、「自分の頃の給食よりも

格段に美味しかったです」「子どもが毎日給食を楽しみにしています」などのご感想を頂き、給食室一同、

大変励みになりました。また、「給食室の様子や親子給食会以外の日のメニュー、調理時の工夫について

もっと知りたいです」という声もありました。これからは、泰明小学校ホームページの｢給食室｣のペー

ジで紹介していきます。また、給食だよりも、子どもと一緒に読んで頂けるように書き方や内容を工夫

しました。ぜひ、ご家族でお読みください。

近、給食後にふたが開いたままの食缶や食器の乗ったままのトレーが台車に返されていることが多

くなりました。そこで、今年度の目標は｢食器の片付けをきちんとしよう｣としました。ご家庭や外食を

した際なども、自分の使った食器をきちんと返すように心掛けさせてください。

通知表「みそらの星」
教育課程委員会 片桐 淑子

教科書が新しくなりました。新しい教科書を手にされた保護者の皆様はどのようにお感じになりまし

たか。今年度より教える内容が増えました。しかし、新しい教科書になっても子どもたちの「生きる力」

をはぐくむことについては変わりありません。新学習指導要領では、課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力を育てることが重要視されています。そのため、基礎的・基本的な知識や技能を活

用する学習活動をとり入れた授業や言語活動を充実させることが求められています。

そこで、本校ではこの新学習指導要領の示す重点項目を考慮し、通知表「みそらの星」を見直すこと

にしました。学習の記録、生活の記録の観点を新しく見直し、さらに、高学年では「外国語」の項目を

増やしました。

１学期末の保護者会では「みそらの星」の評価の観点や評定の仕方について詳しくお知らせいたしま

す。ぜひご出席ください。

健 康 診 断
養 護 教 諭 上 野 弘 子

４．５月の保健講話は、林俊行先生から「腎臓」につい

て、石川文一先生から「歯科健康診断」についてのお話で

した。

１ なぜ、尿検査をするのでしょう

尿検査は、いらないものを体から出す、

血圧を調節する、血液をつくるなど大切な

働きをする腎臓が、うまく働いているかを

調べます。全校児童が、毎年行う大切な検

査のひとつです。おしっこは、自分の健康

を知る手だてになるのです。

２ 歯科健康診断は、何を調べるのでしょう

体の健康では、むし歯のあるなしや、歯肉歯垢、歯みが

きの様子、あごの関節や咬み合わせなど

を調べます。

また、大きい声で名前を言ったり、あ

いさつをしたりする様子から、心の健康

もみています。

健康診断は、子どもたち自身が、自分

の体と心の健康を見つめることができる

良い機会であると思います。

福原宣輝

角田浩太

６年 図工

消防の絵

学習指導補助員 小川直美



・５月２日（月）
昨年まで集めていたペットボトルキャップ５６８

４０個をＮＰＯ法人に送りました。このキャップを
ゴミとして焼却すれば、４４８キログラムのＣＯ２

が発生します。この活動により、７１人分のポリオ
ワクチンを購入し、「世界の子どもにワクチンを送
る団体」に寄付しました。
・５月１７日（火）

リサイクルシューズ優秀校として表彰されました。
・５月２０日(金）

学校評議委員会が開かれました。
・５月２２日（日）

中央区わんぱく相撲大会があり、６５名の児童が
参加しました。今年は５年女子の部で吉安梨瑚さん
が優勝、1 年女子の部で今井悠生さんが準優勝、１
年男子の部で松島史門さんが第三位に入りました。
・５月２３日（月）

セーフティ教室が行われました。ＰＴＡ安全対策
部の皆さんに計画を立てていただき、地震や災害時
の身の守り方について学びました。１学年は、バス
乗車体験をして、バスの乗り方やマナーを学びまし
た。
・５月２５日（水）

銀座泉二さんやスタッフの皆さんの指導のもと、
５年生が泰明小学校の柳の剪定をしました。
・５月２７日（金）

地域別児童会がありました。６年生の班長を中心
に下校をしました。
・５月３０日（月）

クリーンデーとして全児童が縦割り班の１６グル
ープに分かれて、みゆき通り、数寄屋橋公園やコリ
ドー街、マリオン前、外堀通りなどを掃除しました。
・５月３０日（月）

東京教師養成塾の長期実習生が２年２組、教職大
学院の実習生が４年１組に入り、約３週間の教育実
習が始まりました。

図書館便り
図書館指導員 小島 百代

図書室の窓から見える木々やつたの葉の鮮や

かな新緑と、子どもたちの明るい笑顔に、心を和

ませながら楽しく勤務させていただいています。

これからは梅雨入りですが、私は雨が続くこ

の季節も楽しみにしています。なぜなら、今まで

校庭で遊んでいた子どもたちが図書室に足を運ん

でくれる確率が高くなるからです。外遊びも本も

好きになってもらいたいと思います。

さて、室内で過ごす時間が長くなるこの時期

に私がお勧めしたいことは読み聞かせです。ある

専門家によると、読み聞かせは心を豊かにするだ

けでなく情緒を安定させる効果があるそうです。

また、読書が嫌いな子どもは、本当に面白い本に

出会っていないからだといいます。ぜひ、たくさ

ん本を読んであげて下さい。

本校では年に２回、読書週間があります。今

年度の第１回は 5/30(月)～ 6/3(金)で、5/30 と 6/1
には京橋図書館の方々をお招きし、学年ごとやク

ラスごとにお話し会を開催します。6/3 には図書

委員会の児童が１年生から４年生の教室に行き、

自分たちで選んだ本の読み聞かせを行います。ご

期待下さい。

・５月１０日（火）

中央区主催の学習力サポートテストがあり、４、５、

６学年が国語･社会･算数・理科の４科目の問題に挑戦し

ました。後日、結果が返送されますので今後の指導の参

考にします。


