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「信じる」「任せる」「感謝する」

副校長

高橋 豪
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授業研究

少人数算数担当

田中

千紘

９月５日（水）に３－１で算数の授業研究を行いました。「かけ算の筆算（１）」の２時間目の
学習で，２３×３をどのようにして計算すればよいかを皆で考えました。
子供たちは，今まで学習した「たし算」や「さくらんぼ図で位ごとに分ける」という方法を用
いて，一所懸命に考えていました。隣に座っている友達に自分の考えを発表するときには，ノー
トを見せながら分かりやすく伝えることができました。最後
には，筆算をすると素早く正確に計算をすることができると
いうことに気付き，これからの学習につなげることができま
した。
他の学校の教員が４０人ほどいる中でも，いつも通り懸命
に考え，元気よく手を挙げ，分かりやすく発表をして最後ま
で頑張った子供たちに，大きな拍手を贈りたいと思います。

子どもたちからの人権メッセージ発表会

6 年担任

星

昭伍

９月８日（土）府中の森芸術劇場で人権メッセージ発表会がありました。南台小学校の代表と
して，６年１組の岩田 桧菜子さんが発表を行いました。
「南台小学校の全校児童の仲のよさを大
切にしていくことやいじめで苦しんでいる人を助けられるように行動をしていきたい。」と発表し
ました。岩田さんの思いが，会場の方々の心に響き渡っていました。
６年生は全生園での学習を通して，人権の大切さを学びます。思いやりあふれる南台小がいつ
までも続いていくよう，今後も様々な場面で人権への学びを深めて参ります。

長寿をともに祝う会

6 年担任

星

昭伍

9 月 15 日（土），４年生と６年生で，長寿をともに祝う会に参加して参りました。４年生は，
5 人参加し，総合的な学習の時間で学んだ「漫才」を披露しました。考えてきた漫才に動きを付
けて発表し，会場は笑いに包まれました。6 年生は，合唱「ふるさと」合奏「カノン」を披露し
ました。参加者の方々も一緒に歌い，会場中が温かな雰囲気に包まれました。日頃より，地域を
盛り上げ，守り，支えていただいている方々に感謝の気持ちを伝えられたのではないかと感じま
した。ご協力いただきましてありがとうございました。

委員会活動

5 年担任

三浦

あかり

４月からの約５ヶ月間，５年生と６年生が委員会活動を頑張りました。５年生にとっては初め
ての委員会で，４月当初は戸惑うことが多いように見えましたが，６年生に引っ張ってもらいな
がら活動することができました。また，６年生は最高学年として責任をもって委員会活動に参加
し，成長することができました。

図工の授業の様子から

図画工作担当

河野 路

強風や雨の日が多かった 9 月。強風で飛ばされていた木の枝を小刀で削ってオリジナルのペン
や筆を作ったり，実っていた赤紫色のヨウシュヤマゴボウの実をつぶして絵の具にしたり，砂を
絵に取り入れ化石を作ったりと，自然の贈り物を図工の授業でたくさん活用しました。
「この枝の
形がいいな」
「つるつるにしたい！」
「きれいな色！」
「こんな香りがするんだ」
「サラサラだ」
「ト
ロトロになったよ」といろいろな感覚を働かせて材料の特徴をつかみ，その材料を使って自分が
やりたいことを見つけ出す子供たちの姿が見られました。
自分のアイディアで，自分の手で，身近にあるものがその良さや特徴を生かした素敵な作品に
変身していく面白さを味わっている子供たち。図工の時間のそんな様子をみなみだいギャラリー
やズコウタイムスでもお伝えしていきたいと思います。

４年『化石発見！』

６年『墨から』
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生活目標 ： 力を合わせてやりぬこう
給食目標 ： よくかんで食べましょう
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多摩動物園（3 年）
色覚検査（4-1）
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９
秋水園見学
（4 年）
3･4 年 5 時間
授業
1６
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ぎんなんタイム
避難訓練
４時間授業掃除なし
1０

４

５

６

色覚検査（4-2）
ＳＣ

にじいろ遊び
委員会
1２
クラス遊び
北山公園（2 年）

1７

1１
羽村動物公園
（1 年）
給食集金日
SC
1８

１９

2０

ぎんなんタイム

SC

音楽朝会

市民文化祭

2４

2５

2７

全校練習
（1 校時）

SC

2６
全校練習
（1 校時）

都民の日
７

８

市民大運動会
運動公園

体育の日

1４

2１

1５
全校朝会
ＡＬＴ
ＳＣ
2２

2３

全校練習
（1 校時）

ぎんなんタイム
安全指導日
給食集金日

2８

２９

3０

３１

運動会
予備日

振替休日

上学年
読み聞かせ

ぎんなんタイム

1３

運動会

運動会前日準備

「ＳＣ」はスクールカウンセラーの
宮本先生の来校日です。
（9 時から 16 時 00 分）
面談を希望される方は副校長までご連絡く
ださい。

9 月のがんばったで賞
〔9 月の全校朝会で表彰した団体、児童の紹介です〕
・「平成 30 年度 歯・口の健康に関する図画・ポスター展」に全保健委員会の児童応募
《入選 第 2 位》5 年女子
・「第 68 回はたらく消防の写生会」実施 優秀賞 2 名・入選 6 名
《優秀賞》 2 年男子
2 年男子
《入選》
1 年男子
1 年男子 2 年女子
1 年男子
1 年男子 2 年女子
・「バスケットボール東村山ＪＣカップ」
《準優勝》 6 年男子 4 年男子 4 年男子
今年度の運動会は秋にお引越し。10 月になり，運動会に向けた準備が始まっていきます。１年生にとって
は，初めての運動会ですが，行事を通して友達との関わりもさらに増え，成長してくれることでしょう。６
年生にとっては小学校生活最後の運動会。様々な行事に「最後の」と言う言葉がついてしまいますが，一人
一人が悔いのない最高の運動会にしてくれることを期待しています。
（体育主任 石坂 広大）

教育実習生が来ます。
1 年 1 組，1 年 2 組に教育実習生が来ます。
期間は 10 月 9 日（火）から 11 月 2 日（金）です。よろしくお願いします。

