
１０月の様子 
１０月３１日（木） 

★体育朝会 

今日の体育朝会は、クラスごとにチャレンジジャンプ（大縄）を行いました。１学期の時より、跳

び方が上達し、どの学年も記録が伸びています。さすがに６年生が一番いい記録でした。 

 

 



 

 

★はじめてのえのぐ（１年生） 

前回は、水の加減の学習でした。今回は、色を混ぜて違う色にする学習を行いました。パレッ

トの使い方も丁寧に指導しました。オレンジと紫で茶色ができたときには、思わず「すごい。」と

声が上がっていました。 

 



 

 



 

 

 

★読書パズル 

図書室前の掲示板に各学年のパズルが貼ってあります。本を借りて読み終わると、返却の時

に１ピース貰えます。みんなで協力して、たくさん本を読み、パズルを完成させていきます。そ

ろそろ完成しているクラスが出てきました。 



 

 
 

★研究授業（２年生） 

今年度は、算数科（図形領域）の指導法を研究しています。今日は、２年生が少人数３クラス

に分かれ、三角形と四角形の単元の研究授業を行いました。本校では、１年生から６年生ま

での縦のつながりを意識して研究を深めています。今回の授業が、この先、どの学年のどの

授業に関連するのかまで意識し、学習のつまづきがないように指導法を工夫しています。今

日の授業では、教材の工夫の他に、ペア学習も取り入れました。協議会では、講師の前中延

小学校校長（現教育総合支援センター指導員）の竹之内先生に、定義を教え込むのではな

く、そこに至る概念形成の過程を丁寧に扱うことの大切さをご指導いただきました。 



 

 



 

 

 

１０月３０日（水） 

★朝読書 

今日の朝は、久しぶりに読書活動でした。１，２，３年生は、読書ボランティアの方や図書委員

による読み聞かせでした。読書の秋です。いろいろな本に出会ってほしいです。 



 

 



 

 
 

★品川区立学校連合音楽会（４，５年生） 

いよいよ本番です。大井町のきゅりあん大ホールで、１番目でした。緊張もしましたが、それよ

りも広々としたステージで、気持ちよくのびのびと演奏できました。合唱「小さな勇気」、合奏

「ＲＰＧ」を全員で、心を一つにして発表してきました。今までで一番よかったと思います。 



 

 

 

10月 29日（火） 

★音楽集会 

今日の音楽集会では、明日、連合音楽会に参加する 4，5年生が、他の学年の子どもたち

に、合唱と合奏を披露しました。やはり、人に聴かせるのはいつもの練習とは違い緊張したよ

うですが、たくさんの拍手をもらい、本番に向け、自信になったことと思います。 



 
 

★最後の調整（４，５年生） 

３時間目に、最後の合同練習を行いました。細かい微調整を指導されましたが、すぐに修正で

きてしまうのがさすがです。明日の本番に向け、いい仕上がり具合になっています。子どもた

ちの顔も和らいで、いい表情になってきました。「これまでの練習に自信をもち、明日はとにか

く楽しんできましょう。」と子どもたちに話しました。 

 

 

10月 28日（月） 

★今週も表彰がいっぱい 

先週に続き、今週の全校朝会でもたくさんの表彰を行いました。今回は、動物愛護作文の入

賞、少林寺拳法大会（区民大会）第一位、少年野球チーム準優勝（戸越銀座エンゼルス）の



子どもたちを表彰しました。 

 
 

★気持ちのよい挨拶が宮前小を目指して 

表彰の後、先週 1週間取り組んだあいさつ運動の振り返りを代表委員が行いました。前期に

引き続き、後期の代表委員の子も意欲的に学校のために働いてくれています。 

 

 

★もうすぐ連合音楽会（4，5年生） 

いよいよ今週の水曜日が連合音楽会です。休み時間や放課後にも個人練習に励んでいる姿

を見ます。その成果があって、全体のまとまりもできてきました。本番に向け、4，5年生の合

同練習でしっかりと練習しています。 



 

 

★東京都の体育の研究（5年生） 

本校の 5年担任が、東京都の体育研究会（器械体操部）に所属し、年間を通して指導法を学

んでいます。もうすぐ、その実証授業を本校で行います。今日は、その 1時間目の授業でし

た。同じ部会に所属する他市区の先生方が参観する中、5年生の鉄棒運動の授業を行いま

した。子どもにとっても先生にとっても、よい学びの場になってほしいです。 

 



 

 



 

 

 

10月 25日（金） 

★雨の日の休み時間 

今日は雨が降っているので、外遊びができませんでした。そのため、いつも以上に図書館が

大賑わいでした。みんなが本を借りに来て、図書委員さんも大忙しでした。 

 

 

★はじめてのえのぐ（1年生） 

一週間前の学校公開でお見せした授業の続きです。今日は、絵の具に混ぜる水の加減を確

かめました。「ベタベタぬり」「ジュースぬり」「ピッタリぬり」の違いを楽しみながら、しっかりと学



んでいました。基礎からきちんと学習しています。 

 

 



 

 

 

★I like 〇〇．（3年生） 

今日の英語の時間には、数字の読み方や「I ｌｉｋｅ」の表現を学習しました。お互いに、自分の

好きな色や食べ物などを伝え合っていました。英語の力はもちろん、コミュニケーション力も育

てています。 



 

 
 

 

10月 24日（木） 

★チューリップの球根植え（1年生） 

朝顔の観察や種取りが終わり、今度は春に向け、チューリップを育てていきます。朝顔に使っ

ていた鉢を空にし、改めて新しい土を入れました。その後にチューリップの球根を植えていま

す。何色のチューリップが咲くでしょうか？その頃にはみんな 2年生ですね。 



 

 

 

★鉄棒運動（6年生） 

体育の時間は、今日から鉄棒の学習になりました。今日は、友達とアドバイスし合いながら

色々な技に挑戦し、これからの自分の課題や学習計画を立てました。本校の高学年の子ども

たちは、本当に学び合い活動が上手です。 



 

 



 

 
 

★先生も勉強してます。 

今日の放課後は、副校長先生が講師になり、理科の指導法の勉強会を行いました。どの教

科にも通じる内容で、先生たちは熱心にメモを取っていました。宮前小は、先生たちも頑張っ

ています。 



 

 

 

１０月２３日（水） 

★職場体験（６年生） 

先日のドリームジョブに続き、キャリア教育の一環として、職場体験を行いました。地域の商

店街や保育園・幼稚園のご協力の元、６年生の子どもたちが本物の職場で、「仕事」を体験し

ました。本校は、本当に地域学習の環境に恵まれています。実際に、園児さんの面倒を見た

り、商品の仕込みをしたり、接客したりすることで、働くことの大変さや意義、おもしろさを改め

て実感しました。これらの学習が、戸越台中学校に引き継がれ、市民科の一貫プランとして積

み重ねられていきます。 

 



 

 



 

 



 
 

ご協力いただいたお店・園（敬称略） 

 

◆戸越銀座商店街 

 後藤蒲鉾店・明昭館書店・八百久 

◆宮前商店街 

 スーパーオオゼキ 

◆戸越公園中央商店街 

 高村文具店 

◆幼稚園 

 日本音楽学校幼稚園 

◆保育園 

 東戸越保育園・ゆたか保育園・グローバルキッズ戸越園 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

10月 21日（月） 

★表彰がいっぱい 

今日の全校朝会では、たくさんの表彰をしました。9月は運動会練習もあり、なかなか時間が

とれませんでしたので、今日の表彰になりました。今日の表彰は、１・２年生の消防写生会で

入選した児童（消防総監賞２名、消防署長賞５名）、6年の連合体育大会走り幅跳びで 4位に

入選した児童、秋の交通安全標語で最優秀賞をとった児童、そして金管バンドです。金管バ

ンドは、地域での活躍が認められ、品川区社会を明るくする運動で夏休みに表彰されたもの

です。宮前小の子どもたちの頑張りが認められるのは嬉しいことです。今回の他にまだ表彰

する子がいますので、また次回に続きの表彰を行います。 



 

 



 

 
 

★スポーツトライアル 

今週の休み時間は、久しぶりにスポーツトライアルを行います。体力向上のための取組の一

つで、今回は握力アップがねらいです。鉄棒で時間を計ってダンゴムシのポーズをしたり、雲

底でドンじゃんけんをしたりします。特に雲底は、学年関係なく集まり、楽しみながら活動して

いました。さすが、仲良し宮前っ子！ 



 

 



 

 

★連合音楽会に向けて（4，5年生） 

連合音楽会の出場に向けて、4，5年生の体育館合同練習が始まりました。まだまだ自分の

演奏で精一杯の子もいますが、本番に向けて、心を一つにしていってほしいです。４年生にと

っては、高学年の５年生を見習うよい機会になっています。 

 

 

10月 20日（日） 

★荏原第三地区運動会 



ひらさん広場にて、荏原第三地区の運動会がありました。本校の子どもたちも各町会からたく

さん参加していました。開会式の選手宣誓は、本校の 4年生の二人が立派に務めました。パ

ン食い競争やスプーンレースなど、地域の運動会ならではの種目があり、子どもたちも楽しそ

うでした。学校対抗の縄跳び競争では、5，6年生の代表児童 8名が出場し、副校長と 5年担

任が縄を回しました。自然と、周りの宮前小の下級生や保護者の方から声援があがり、嬉し

かったです。 

 

 

 

 



10月 19日（土） 

★茶道教室（3，4年生） 

市民科における文化創造領域の学習として、茶道教室を行いました。裏千家の先生方を講師

にお招きし、「一期一会」、「和敬清寂」の心得や礼儀作法を教えていただきました。正座は少

しつらそうでしたが、しっかりと話を聞くことができました。もちろん、お茶やお菓子もしっかりと

味わっていました。 

 

 



 

 

 

10月 18日（金） 

★ドリームジョブ（6年生） 

キャリア教育の一環として、ドリームジョブを行いました。様々な分野で活躍されている 6名の

方をマイスターとしてお招きし、「働くことの意義や価値」についてお話いただきました。子ども

たちが、この学習を通して「働く大人のかっこよさ」や「自分の将来への明るい可能性」に気付

いてもらうことがねらいでした。 

 今回のマイスターのお仕事は、「プロスポーツ選手」「銀行員」「コピーライター」「ゲーム会

社」「保育士」「シェフ」でした。子どもたちは、それぞれの方のお話を真剣に受け止め、興味を

もちながらたくさんの質問をしていました。終了後の全体会の子どもたちの感想の中で、「そ

れぞれ違う仕事なのに、共通していることがあったのに驚いた。」というのがありました。それ

は、自分の仕事に誇りをもち、苦労はあっても楽しんで働いていることだと思います。本当に

よい学習の機会になりました。マイスターの皆様、ありがとうございました。 



 

 



 
 

 
◆すし屋の馬太郎代表取締役 伊沢様 

 



 
◆東急エージェンシー コピーライター 丸原様 

 

 
◆みずほ銀行戸越支店長 大野様 

 



 
◆そらのいろ保育園施設長 村井様 

 

 

◆セガ・インタラクティブ 市場開発部 笹谷様 

 



 
◆元プロ野球選手（楽天イーグルス、阪神タイガース） 

 現立正大学准教授・本校校区教育協働委員長 西谷様 

 

★和太鼓教室 

オリンピック・パラリンピック教育の一環として、日本の伝統文化である和太鼓についての学

習教室を行いました。中延にスタジオをもち、日本全国はもちろん海外でも活躍されている

「太鼓笑人めでたい」から関根さん、佐々木さん、マギーさんをお招きしました。前半は、体育

館で全学年による鑑賞教室でした。和太鼓の迫力ある演奏が始まったとたん、子どもたちは

すでに興奮状態です。創作曲、伝統曲、アンコールを含め、あっという間の 1時間でした。 

 



 
 

後半は、6年生への実技指導でした。短い時間でしたが、楽しく分かりやすいご指導で、3チ

ーム全てが演奏できるようになりました。みんなで合わせることの心地よさを十分に味わうこと

ができました。 

 



 

 



 
 

 

10月 17日（木） 

★お楽しみ集会 

今日の集会は、「人捜し」でした。校内に集会委員や先生が隠れていて、それを縦割り班のみ

んなで探し回りました。見事見付けた班は、その人（隠れている人）から玉入れの玉をもらい

ます。班で相談しながら楽しく活動できました。 

 

 

★薬物教育（6年生） 

本校薬剤師の小澤先生を講師に迎え、薬物乱用防止の授業を行いました。興味本位に薬物

に手を出す前に、小学生にうちにしっかりとその危険性を学んでほしいです。みんな、真剣に



学習していました。 

 

 

★荏原第三地区の運動会に向けて 

20日（日）の運動会に出場する 5，6年生の子どもたちが大縄の練習を休み時間にしていまし

た。縄の回し手は、石井先生と副校長先生です。いい記録目指して頑張ってほしいです。 

 

 

★鉄琴に挑戦（1年生） 

音楽の時間に、交代で鉄琴に挑戦していました。他の子の鍵盤ハーモニカと一緒にきらきら

星を演奏しました。本校では、1年生から音楽専科の先生が指導しています。いろんな楽器に



触れて、音楽を楽しんでいます。 

 
 

10月 16日（水） 

★品川区立小学校・義務教育学校連合体育大会（6年生） 

いよいよ連合体育大会当日です。区内全校の小学 6年生が駒沢オリンピック公園総合運動

場に集合しました。 

 本校の子どもたちは、演技種目である品川甚句をどの学校よりもしっかりと立派に踊ること

ができました。その後の１００ｍ走、走り幅跳び、４００ｍリレーでは、応援スタンドから運動場

に響き渡る声で、出場する仲間に声援を送っていました。チーム 6年 1組としての団結力を

改めて感じました。 

 もちろん、一人一人は選手として、全員が今までの練習の成果を発揮できたのではないかと

思います。卒業に向け、また一歩成長できました。 



 

 



 



 

 

◆女子走り幅跳びで、本校の児童が第 4位に入賞しました。 

 おめでとうございます。 

 

10月 15日（火） 

★連合体育大会壮行会 

明日、6年生が品川区立小学校・義務教育学校連合体育大会に出場します。今日は、全校

児童でその壮行会が行われました。5年生を中心とした宮前応援団が音頭を取り、全員で 6

年生にエールを送りました。下級生からの応援パワーを受け取り、6年生全員が宮前小学校

の代表として、自己ベストを目指して頑張ってほしいです。 

 



 
 

★避難訓練 

給食室から出火という想定で、避難訓練がありました。どの子も真剣に行動できました。終了

後には、防火シャッターの位置を確認しました。 

 
 

★縦割り清掃 

今日から、縦割り清掃が始まりました。１～6年生の縦割り班で、担当の場所を清掃します。さ

っそく、高学年が下級生に声をかけ、教えながら、みんなで協力して掃除をしていました。 



 

 

 

10月 11日（金） 

★健康教育（1年生） 

養護教諭が健康に関する指導を定期的に行っています。今日は、朝の時間を使って 1年生

に、「目の健康」に関する話をしました。みんな真剣に聞いていました。 



 

 

★焼き物に挑戦（5年生） 

5年生が図工の時間に焼き物の学習を行っていました。今日が本番でした。みんな、完成した

ときのイメージを大切に、丁寧に粘土をこね、形を作っていました。やり直しがきかない一発勝

負です。隙間がないか、焼いたときにヒビが入らないか、念入りにチェックしていました。 

 



 

 

 

10月 10日（木） 

★縦割り班活動 

今日は、本校の特色ある教育活動の一つである、縦割り班活動の日でした。 

1日を通して１～6年生が関わり合い、「人と関わることの楽しさ」や社会性を学びました。 

 

●朝の時間 

縦割り班清掃に向けて、担当する清掃場所や掃除用具の確認をしました。掃除の時に、気を

付ける点を５，６年生が丁寧に教えていました。 



 

 

 

●給食の時間 

縦割り班ごとに給食を食べました。5，6年生が配膳をし、4年生が下級生の面倒を見ていまし

た。 



 

 

●お昼休み 

子どもたちが一番楽しみにしているのがこの時間です。校庭や体育館、玄関前などに縦割り

班ごとに集まって、仲良く遊びました。高学年の子が下級生の面倒を本当によく見てくれまし

た。 

 



 

 

 

★セカンドステップ（1年生） 

1，2年生の市民科学習に、セカンドステップというものがあります。アメリカで開発された教育

プログラムで、品川区では、市民科が導入された時から教育課程の中に取り入れられていま

す。学習を通して「お互いの気持ちを理解し合う」「困難な状況に取り組み解決する」「怒りの

感情を自分でコントロールする」力を育みます。今日は、ロールプレイングを通して、みんなで



困ったときの解決策を話し合っていました。 

 
 

10月 9日（水） 

★朝顔の片付け（1年生） 

生活科の時間に、1，2組ともに朝顔の片付けをしました。まだ残っている種を集めたり、支柱

に巻き付いたつるを取ったりして、鉢をきれいにしました。次は、春に向けてチューリップの球

根を植える予定です。早く作業の終わった子は、他の友達を手伝ったり、こぼれた土や枯れ

葉を掃除したりと、種をまいていた頃に比べ、1年生の子どもたちの目覚ましい成長を感じま

す。 

 



 

 



 

 

★流れる水のはたらき（5年生） 

理科の時間に、校庭の砂山に水を流し、流れる水のはたらきについて調べました。理科指導

の先生（本校は、教科担任制です。）の他に、理科支援員の先生や理科が専門である副校長

先生も加わり、子どもたちが細かい変化にも気付けるよう、丁寧に指導を行いました。自分の

目で見て自然事象に気付くことを大切に授業を進めています。 



 

 

 

10月 8日（火） 

★くぎうちトントン（3年生） 

図工では木工作を行っています。すっかり金槌の使い方にも慣れ、思い思いに作品を制作し

ていました。木ぎれやボタン、モールなど選べる素材もたくさんあり、子どもたちの想像力をか

き立てています。 



 

 



 

 

 

★かけ算九九（2年生） 

算数では、かけ算九九の学習を行っています。現在、２・３・５の段まで学習しました。本校で

は 2年生から、２学級を３グループに分け、習熟度別少人数指導を行っています。友達と問



題を出し合ったり、九九の暗唱を先生に聞いてもらったりしながら、確実に覚えています。 

 

 

10月 7日（月） 

★連合体育大会に向けて（6年生） 

今月の 16日に品川区連合体育大会があり、6年生全員が出場します。体育の時間の他、朝

練習が始まりました。大会当日に自己ベストが出せるよう、意欲的に練習しています。 

 
 

★あいさつ隊 

縦割り班によるあいさつ隊も 2回目になり、今回からいよいよ 1年生も参加します。上級生に

教わりながら、元気にあいさつできました。 



 

 

 

★動物愛護教室（2年生） 

2年生が二クラス合同で、動物愛護教室を行いました。等身大模型を使い、犬の気持ちや行

動を考え、犬との接し方を学びました。この学習を通し、改めて「命の大切さ」を感じ、動物愛

護精神が育ってほしいです。 



 

 



 

 

１０月５日（土） 

★連合音楽会に向けて（４年生） 

今月末に行われる連合音楽会に４，５年生が出演します。運動会も終わり、いよいよ本格的

な練習が始まりました。まずは、全体で合わせる前に、個々の技術を高めています。 

 



 

 

★親子護身術教室（ＰＴＡ） 

午後から、ＰＴＡ主催による「親子で学ぼう護身術教室」がありました。金剛禅総本山少林寺 

東京西品川道院 道院長  海沼 実先生を講師にお迎えし、子どもたちとお父さん、お母さ

んが自分の身の守り方について、その心構えや技をわかりやすく、楽しく教えていただきまし

た。 

 



 

 
 

 

10月４日（金） 

★ミシンを使って（６年生） 

家庭科の時間にミシンを使ってバッグの作成をしています。普段、使い慣れないミシンです

が、ボランティアの方々に教わりながら、丁寧に作業しています。 



 

 

 

★ちょきちょき はさみのせかい（１年生） 

図工の時間にはさみを使って、折り紙を色々な模様に切りました。それを組み合わせて、すて

きな作品に仕上げています。今日は、どんなタイトルにするか、想像を巡らせていました。 



 

 
 

★戸越台中学校訪問（６年生） 

連携校である戸越台中学校を訪問し、中学校の様子を見学してきました。あと半年で卒業、

進学ということもあり、興味深く、真剣に学ぶ姿が見られました。 

蜂屋校長先生の「中学校に進学する前に、小学校生活（勉強や生活、友達関係等）をやりき



ってきてください。」というお言葉が印象的でした。 

 

 

１０月３日（木） 

★児童集会 

今日は、お楽しみ集会でした。全校児童でじゃんけんし合い、進化ゲームを楽しみました。違

う学年の子とも一緒に活動できるのが、本校の良さです。 

 



 
 

★かたち遊び（１年生） 

算数の学習では、身近な立体（お菓子の箱等）を使って、いろいろなかたち遊びをしました。活

動を通してその特徴を直感的に捉えていました。 

 



 
 

★実習生研究授業（２年生） 

教育実習も今週で終わりです。今日は、実習生による研究授業が行われました。国語科の説

明文の読み取りでした。実習生の姿を見ていると、私たちも初心に返ります。緊張したようで

すが、子どもたちとの関係性がきちんとできていて、よい授業でした。 

 

 

１０月２日（水） 

★キラキラシャボンで（２年生） 

前回の授業の時にシャボンのあわで創った模様から想像し、パステルで絵を描く加えていき

ました。魚や恐竜、うさぎなど、思い思いの世界が描かれていきました。 



 

 

 

★美しい日本語の話し方教室（５，６年生） 

劇団四季の俳優さん方を講師に迎え、日本語のきれいな話し方を教わりました。発声の仕方

や言葉の連なりで大切なポイントなどを丁寧に教えていただきました。学芸会の台詞はもちろ

ん、日常の会話でも生かされるといいですね。 

丁寧に話した日本語の響きの美しさを改めて実感しました。 



 

 



 

 


