
 

 

 

 

 

 

 
「ベストの上」をめざす 

校長 橋本 茂樹 
☆展覧会を終えて 

 「ぼくの色 わたしの形 あたらしい時がはじまる」をテーマにした大間窪美術館での展覧会。

保護者や地域の皆様には、子供たちの個性溢れる伸びやかな表現力をご覧いただきました。 
 今、私は、全校の子供たち一人一人と面接をしています。話の中で作品のできばえを聞くとみん

な本当にうれしそうに「僕のがいちばんいい。」「今までの中で最高のできです。」「私のおきに

入りは『箱の中身は』です。」「図工は苦手だけど一生懸命頑張りました。」「お母さんがいっぱ

いほめてくれました。」などと答えがかえってきます。  
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☆新校開校に向けて 
 
 
 
 
 
 
 
 上記は豊葉の杜学園の将来像、めざす学校像です。 
 「すべては子供たちのために」このことを念頭におき、子供たちが生き生きと生活できる品川の

６校目の小中一貫校としてベストの上をめざし、確実に着実に準備してきました。師走を迎え、今

私たち教職員は、園児、１～９年生が一緒に生活するメリットを生かした教育活動や生活指導の在

り方等、最後の仕上げに入っています。     
 新校舎も７５％できあがりました。緑のベールもはがれ新校舎の姿も見えてきました。先日、全

校朝会で工事現場の写真、そこで働く人の写真を見せて、子供たちに新校への期待感をもたせると

ともに、工事現場で働く人に感謝の気持ちをもつよう話しました。 
 新校開校まで４ヶ月。３学期も保護者・地域の皆様の熱い期待と信頼を真摯に受け止め、開校を

しっかりと見据え、教育活動を展開していきます。 
 今年１年の本校の教育活動に対する保護者・地域の皆様の力強いご協力に心から感謝するととも

に、来年も一層の協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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 子供も教職員もベストの上をめざし、大間窪美術館を完成さ

せました。『そこそこでよいという人には成長は望めない』そ

の覚悟で大間窪小学校として最後の展覧会に向けて取り組んだ

結果の２日間でした。子供たちは、いっぱいに並んだ作品から

様々なことを感じとったと思います。大勢の方にお越しいただ

き、喜んでいただき、すばらしい、すばらしいという声がたく

さん届きました。ありがとうございます。 

・ 人権尊重を基盤とし、規律ある生活ができる学校 
・ 学ぶ意欲を高め、確かな学力が身に付く学校 
・ 地域に開き、地域から信頼される学校 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○わたなどのざいりょうをつかい、おいしそ 

うなパフェをつくりました。むら田 じょうの 

○にじいろの水では、とうめいなきれいないろ
水をつくることができました。中ざわ ゆうま 

○しんかんせんのえの、かいじゅうがかっこい
いところがすきです。     土や たいち 

○つみ木がむらさきで、とてもきれいでした。
すきないろがいっぱいできてよかったです。 

さいとう けいご 
  

 
○ぴざをつくりました。 
 ぼくのすきな、ちいずをたくさんかけたと

ころがすきです。 
 はんがの、いぬのめがくろいところもすき

です。         なかむら たいき 
○ねんどで、ばらをつくりました。 
 はなびらをがんばりました。 
 あかとしろのばらにしたところを、くふう

しました。あらかわ じゅんこ 

○「夢の中の不思議な国」を作りました。綿
が固まって難しかったけど、色をぬって工
夫して作ることができました。 林田 萌恵子 

○きれいな作品がたくさんあって、とても楽
しい展覧会でした。次の展覧会も素敵な作
品をたくさん作りたいです。   篠原 里菜 

○木だけだとかたくなってしまうので、羽や
リボンをつけてひよこのかわいらしさをだ
しました。          大竹 菜々香 

○ビーズでほっぺをつけたり、いろいろな生 
 地でハートを切り抜いたりしてイルカ 

を作りました。 谷山 すみれ 

 
○ふくろの一番上に花火のマークをつけたのが

よかったです。花火のまん中にきらきらの赤
いほしがきれいだからです。  田村 あさぎ 

○ちょうちんあんこうの光が気に入っていま
す。今にも光りそうでかっこいいからです。 

丸山 右きょう 
○りぼんがたくさんあるところが気に入ってい

ます。かわいいリボンをくふうしてたくさん
つくりました。        河また りの 

○ねこの頭にあるピンがよく 
できました。すずき えりか 

 

 
○宇宙の鳥は蛍光紙で綺麗に作ることができ

ました。目が素敵にできました。稲垣千絃 
○ぼくは箱の中身で、粘土や色紙を使って楽

しい作品を作りました。    石井 陸斗 
○「宇宙の鳥」の作品が一番気に入っていま

す。鳥がぎざぎざになっていて、かわいく
できました。         津村 璃子 

○私は、「ひとひらの葉から」は、画家のよう
に芸術的にかけたのでよかっ 
たです。   西村 まほろ 

○アニマルパペットで苦労したところは、ペンギ
ンのお腹の部分を１つ１つ丁寧に縫うところで
す。              手代木 祐美 

○カオコレで工夫したところは、目や鼻を食べ物
で作り、髪の長さを短くしたり、長くしたりし
ました。               内藤 憧子 

○アートレポーターでは、人や背景の色を細かく
ぬって再現しました。小屋を立体で作るのに苦
労しました。           神山 月丸                   

○木にまつわる物語では、木の絵をはさみで切り
取って、紙にはり、背景は夕焼けの色が好きな
のでこだわってぬりました。    

野口 結夢 
 
 

 
○「光の世界」では「光るピサの斜塔」という作品を作りました。倒れそうで倒れないとい

う特徴を再現しようと、たくさん調整をしてできた傑作になりました。     近藤 快 
○「こころもよう」がよくできたと思います。なぜかというと、光に行くまでの道のりをい

ろいろな色を使い表現することができたからです。             松葉 広都 
○「空へと続く道」では、黒と紫を使って描きました。自分なりにその２つの色合いが上手

くできて気に入りました。                       芦村 美佳 
○私はクッションが上手にできました。水玉模様を手ぬいでぬったので達成感が 
 ありました。             石川 れな 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  今年度、初めて大間窪小学校に相談室ができました。初めは子供たちが来てくれるのか心配でしたが、

20 分休みとお昼休みにたくさんの子供たちが遊びに来てくれ、いつも子供たちからパワーをもらってい

ます。 
 子供たちだけでなく、保護者の皆様の相談も受け付けております。お子様のことで心配なことや気がか

りなことがございましたら、お気軽にご相談ください。相談するほどでもないが、ちょっと気になってい

ることや、誰に相談したらいいのかわからないが、誰かに聞いてほしいことなどちょっとしたことでも構

いません。秘密やプライバシーは守られますので、安心してご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
相談できる日：毎週水曜日の午前 9 時～午後 5 時 
予約の方法：お電話またはご来校の際にお申し込みください。 
 電話番号：03-3781-3920（大間窪小学校）スクールカウンセラー田中までお願いします。不在の際には

副校長または養護教諭までご連絡ください。 

 

 
先日、学級のみんなに「好きな言葉アンケート」を行いました。そうしたら・・・だんぜん次の３つの

言葉が多かったです。「友達」「友情」「勇気」です。そしてその理由の中には、「友達は自分のもっていな

い人格をもっているから」という回答がありました。なるほど、４年生ともなると考えることが大人っぽ

いです。でも、確かにそういう目線で友達を見ることはとても大切です。友達の良いところは是非取り入

れてみんなが素敵な人柄になってほしいな、と担任は考えます。私は１組のみんなに「君たちは世界一の

４年生だね」とよく言います。朝の会、帰りの会、学習規律、作品などに対して常に全力を尽くす姿があ

るからです。 
つい先日、５時間目の英語の授業でのこと、品川区で行っている研究授業なので参観の先生方は 70 名

を超える中でのことでした。All English で「モンスターを作ろう」という授業を行いました。驚いたの

は担任でした。全員が、本当に全員が臆することなく自分の知っている単語や短いセンテンスをつないだ

英語を活用してカードゲームもモンスター作りも楽しそうに行っているのです。偶然できたモンスターの

感想やそれに対する小さな劇も全て英語で・・・。“Ok.” “yes,” “Please go back.”“Good.”“I want 
red eye.” “Here you are.”“Thank you.”“Me too”などなど、挙げればきりがない程、たくさんの英

語に囲まれて素敵な時間が過ぎていきました。本当に堂々とした素晴らしい会話に参観された先生方から

も多くのお褒めの言葉をいただきました。英語は言葉という道具だから、その道具を活用するんだね、と

私は子供たちによく言いますが、活用が上手なのは君たちでしたね、とつくづく感心させられる瞬間でし

た。 
 １組のみんな、君たちは世界一の４年生だ。さあ、豊葉の杜学園５年生に向かって・・Go!  

子供たちは主に、絵

を描いたり、ぬり絵

をしたりして過ごし

ています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

～生活指導部より～  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の行事予定 
日 曜 行 事 予 定 

１ 土 開校記念日 標準服一斉採寸日 

(大間窪小)10 時～15 時 

２ 日  

３ 月 児童朝会 委員会活動 

４ 火 午前授業 

５ 水 午前授業 図書委員会集会 

６ 木 避難訓練 

７ 金 保護者会(1,2,6)15 時～ 

８ 土 標準服一斉採寸日(大間窪小)10 時～15 時 

９ 日 スチューデントシティ(5) 

10 月 児童朝会 保護者会(3,4,5,な)15時～ 

11 火 安全指導日 

12 水 音楽集会（1,3 年） 

13 木  

14 金 仲良し給食 英検申込締切 

15 土 PTA もちっこまつり 

16 日 東京都知事選挙 衆議院議員選挙 

17 月 児童朝会 

18 火 二葉保育園給食交流 

19 水 音楽集会（なかよし） 

20 木  

21 金 給食終 

22 土  

23 日 天皇誕生日 

24 月 振替休日  

25 火 終業式（給食なし） 

26 水 冬季休業日始 

27 木  

28 金  

29 土  

30 日  

31 月  

１月８日(火) 始業式 

１２月のめあて 
・生活目標 

～二学期のまとめをしよう～ 

・保健目標 

～かぜにまけない生活をしよう～ 

・給食目標 

～食後の休養をとろう～ 

１１月は「ふれあい月間」として様々な取り組

みを実践してきました。 
まず、全教職員で再度、人権尊重の理念を確認

をし、子供たちへの指導が共通認識のもとで行え

るようにしました。人権尊重の理念は、すべての

教育活動の基盤であり、子供たち一人一人の人権

は等しく尊重されなければなりません。学校で

は、子供の心を傷つける乱暴な言葉はもとより、

誤解を招く絵やイラスト、身体の一部の名称を用

いて物事の不十分さを示すような表現に至るま

で、様々な教育環境の整備に努めています。 
昨今、大きな問題になっている「いじめ」も許

されない人権侵害の一つです。 
「ふれあい月間」の活動の一つとして、児童会

が中心となり、いじめに対する意識を高める取り

組みを行いました。各学級の話し合いから出た言

葉を生かして、スローガンを作成し、また、その

スローガンを載せたポスターを各学級で作成・掲

示して、全校児童の意識を高めました。 
学校におきましては、校長講話をはじめ、毎月

のアンケート調査をもとにした担任及び校長に

よる面談等、子供たちのほんの少しの変化も見逃

さないように留意して指導しています。そして、

大間窪の大人は「いじめは絶対許さない」を繰り

返し指導しています。 
この問題への対応には何と申しましても「憩い

の場」である各家庭のご理解とご協力が不可欠で

す。１２月４日から１０日まで人権週間です。学

校でもあらためて指導いたします。今後も学校と

家庭が協力し合って、子供たちの健やかな成長を

実現させたいと思います。 
今月で二学期も終わりです。学校では、子供た

ちにしっかりと今学期の学校生活を振り返らせ

ていきます。できたことや頑張ったことなどの成

果を十分に認めるとともに、できなかったことな

どの課題をきちんともたせ、次につなげていくこ

とができるように指導していきます。ご家庭で

も、お子さんと一緒にこの一年を振り返ってお話

ししていただければと思います。 


