
 

 

 

 

 

 

 
校長  橋本 茂樹 

 
 先月、新校建築工事現場でたいへん痛ましい事故がおきました。痛恨の極みです。亡くなられた

方のご冥福を心からお祈りするとともに、ご遺族の方には心からお悔やみ申し上げます。ご遺族の

方の失意・ご無念は拝察するにあまりがあります。 
 私はことあるごとに子供たちに新校への期待感をもたせるとともに、暑い日も寒い日も新校建設

のために働いてくださっている方々に感謝の気持ちをもつよう話しています。事故があった翌日は

担任から、次の週の全校朝会では私から、「みんなのために一生懸命学校をつくってくれていて亡

くなった方のご冥福をお祈りすること。みんなが新しい学校で、元気に楽しく生活することで亡く

なった方が喜ぶこと。その方のご家族も喜ぶこと。それが供養になること。」を話しました。同時

に命の大切さについてもあらためて強く指導しました。 
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新しい酒は新しい皮袋に 
 
 西洋に「新しい酒は新しい皮袋に」という喩えがあります。新しい葡萄酒は発酵力があって古い

皮袋を破いてしまうので、新しい酒は新しい皮袋に入れることは当然の常識でした。これは、勢い

のある民衆のエネルギーは、弾力のある新しい皮袋でなければ耐えられないことを意味しているの

だとも言われています。 
 品川区教育改革プラン２１。その教育改革は全国の最先端を走り続けています。学校公開に始ま

り、学校選択制、校区外部評価、学力定着度調査等々。その延長線上に義務教育９年間を見通した

小中一貫教育があるのはすでにご案内の通りです。すべては手段。目的は子供たちの健やかな成長

です。品川区の小中一貫教育は、この新しい皮袋にあたるものと考えています。                    
 あと２ヶ月で開校を迎える豊葉の杜学園。新しい教育活動を存分に発揮することのできる、最新

設備を整えた学校での学びがスタートします。園児、１年生から９年生までが一緒に生活する施設

一体型小中一貫校の特色を最大限に生かして小中一貫教育を力強く進めていきます。             
 ３校１園全教職員の英知を結集し、総力をあげて取り組んできた開校準備もいよいよ仕上げの段

階に入りました。「自分の希望や目標をしっかりもち、最後まで努力して自信のもてる子供を育て

たい。」「子供たちも教職員も何事にもチャレンジしようとする意気込みに溢れ、ますます誇りに

思える学校にしたい。」と強く思っています。 
 開校に向け、保護者・地域の皆様方には、何かとご協力をお願いすることも多くなると思います。

居城を変え、飛躍を期す重要な年。本校のそして豊葉の杜学園の教育活動に対する一層のご理解と

ご支援を切にお願いいたします。                              
 

 

 

学 校 だ よ り                                      平成２４年度 ２月号 
              

 平成２５年１月３１日 
 品川区立大間窪小学校    
 校 長   橋本 茂樹  

品川区二葉１－３－４０  
 
学校のメールアドレス s28gakko@city.shinagawa.tokyo.jp    URL  http://school.cts.ne.jp/~omakubo/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○いままでできなかった４だんばしごのあや
とりができて、うれしかったです。 

（はたけ山みお） 
○ばらぐみさんには、もっとわかりやすくせつ

めいしてあげて、ばらぐみさんも名人やたつ
人になってほしいな。   （かみやともみ） 

○竹うまはむずかしかったけど、まえにたいじ
ゅうをかけるこつをおしえてもらって、上手
にのることができました。  （いとうさえ） 

○たかくジャンプして、ゴムとびをせいこうさ
せることができてうれしかったです。 

      （やなぎ田ゆうと） 

 
○ぼくはたいいくでながなわをとびました。 
 みんなでひっかからないようにあきらめず  

にしんけんにとびました。 
 またやりたいです。（こがゆうき） 
○百人一首をやりました。 
 いっぱいとるようにがんばりました。 
          （石井りゅうせい） 
○国語でことばのべんきょうが、たのしかっ

たです。ひゃくにんいっしゅで２１まいと
ってクラスの中でゆうしょうしてたのしか
ったです。（うえちたくみ） 

○私は国語で「かくし言葉」を書きました。む
ずかしかったけれど、自分で考えながら楽し
く学習できました。      （伊藤 唯） 

○僕は算数の「そろばん」の学習をがんばりま
した。だんだんできるようになって、うれし
かったです。これからもできることを増やし
ていきたいです。      （須藤 駿介） 

○私は、音楽の学習をがんばりました。友達と
一緒に歌を歌ったり、リコーダーを吹いたり
してとても楽しかったです。  （柳澤亜子） 

○社会の「消防」の学習でイラストから、火を
消す工夫をたくさん見つけ、発表することが
できました。  （谷山すみれ） 

 
○こまにチャレンジしてさいしょはできなかった

けど、ずっとやってできて家の人にほめられた
のがうれしかったです。   （さくらいゆみ） 

○ゴムとびでひくいところは名人、高いところは
たつ人がどっちもできました。お母さんたちに
教えてもらったらできました。（まつざわりく） 

○ゴムとびでれんしゅうの時はグーパーふみまで
しかできなかったけど、けんていではできまし
た。はじめてやった時は友だちにたくさん教え
てもらいました。    （大つか えいご） 

○竹馬で何どもれんしゅうしてできてうれしかっ
たです。自しんがつきました。 

       （やぎさわ みお） 
 

 
○百人一首で、クラス一番になりました。 
              （杉村 彩姫） 
○地図帳での授業をがんばりました。 
              （木原 侑大） 
○算数がとっても楽しいです。（梅木 琴子） 
○帝国書院の方から、地図帳はカタカナと数

字で場所を示していることを教わり、これ
から役立つなぁと思いました。（浅井 誠） 

○国語の授業で点字の文のクイズを解きまし
た。表から見つけるのはむずかしかったけ
ど楽しかったです。   （和喜田 琴美） 

 

○体育のバスケットボールで２回点をとるこ
とができました。      （三島 海斗） 

○音楽の授業で「旅立ちの日に」を歌うのをが
んばりました。       （石川 満月） 

○一番苦手な算数の授業で手を挙げて発表で
きたのですごくよかったです。 （池田 愛） 

○百人一首集会で１７枚取って１位になりま
した。           （塚原 有希） 

○理科のふりこの実験結果で、正確な数値を出
せるようにがんばりました。 （市川 明葉） 

○音楽で「生命のいぶき」のリコーダーをまち
がえないでがんばりました。 （船木 学人） 

 

○ガラパゴスが危険だということが分かった。環境
活動を積極的にしたいです。    （前田 健太） 

○アルコールをどのように分解し、なぜ正しい判断
ができなくなるのかが分かりました。（村田 侑也） 

○保健の学習で、お酒のこわさなどがよく分かりま
した。               （佐々木 凌） 

○理科でずっと習いたかった「てこの原理」を学べ
てとてもうれしかったです。     （手嶋 尚輝） 

○洗たく物の干し方や荷物の持ち方など、てこの原
理は生活でも役立つと思いました。  （芦村 美佳） 

 
 

○百人一首集会では、先生たちの声を一生懸命
聞き取りながらがんばりました。（須藤 成美） 

○市民科の授業で、どんな時でも「公平」であ
ることは大切だと思いました。  （川村 拓斗） 

○市民科の授業では、「公正・公平」なのかを判
断するのが難しかったです。  （高柳 眞子） 

○家庭科の献立作りは大変だった。３つの柱は
大人になっても生かしたいです。 （野村 真尋） 

○体育ではいろいろな用具を使って運動した。
長縄では逆回しで入りました。 （田中 優里） 

○国民が国を動かしていることが分かった。大
人になったら選挙に行きたいです。(藤元 彩花） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この原稿依頼を受けた時に「どんなことを書こうかな～。」と数日悩んでいました。体育が大好きだか

ら、体育の様子を書こうか…。楽しかった富山林間学園か。そこで思いついたのが『５年２組を漢字一

文字であらわすと…』というテーマで、子供たちと考えてみました。今年の世相を表す日本漢字能力検

定協会の真似じゃないかと思った方。いえいえ、子供たちの思いがあふれた漢字が選ばれているんです。 

 選んだ漢字          その漢字を選んだ理由 

  「友」・・・みんな仲良しで素晴らしい仲間で、友達だから。みんな友達で仲が良いクラスだから。 

        男女関係なく、大勢でみんなが遊ぶから。これからもずっと友達だから。 

「支」・・・クラスの一人一人が支えたり、支え合ったりしていると思うので。 

  「協」・・・みんなで協力してクラスの目標を達成し、家族みたいなクラスだから。 

        縄跳びの時もみんなで協力したし、みんなで協力しないとできないこともたくさんあるか

ら。 

いつも一生懸命やって協力しているから。ハッピースマイル大間窪商店街や運動会でみん

なが協力してできたから。 

  「向」・・・目標に向かって努力したり、がんばったり、みんなが一つになったりするから。 

  「笑」・・・いろいろ笑って楽しい一年だったから。５年２組はいつも明るく笑顔が絶えないから。 

        いつもテンションが高くて、楽しいから。 

  ４月６日に５年２組が誕生して９ヶ月が経ちました。楽しいことがあると、お腹を抱えて思いっきり

笑ったこと。時には、転校する友達との別れだったり、縄跳びでうまくいかなかったりして、涙を流し

たこともありました。残りはあと２ヶ月です。大間窪の思い出をもって、 

豊葉の杜学園の６年生へとステップアップするよう指導します。３月 

２５日までの残り３８日。一日一日を友達と支え合い、協力して勉強や 

運動に取り組んでいきましょう。そして、学級目標の「家族のような最 

高のスーパー５年生。４０人のゆかいな大家族でがんばるクラス ～陽 

気な３９の根～」に向かっていきましょう。５年２組のたくさんの笑顔 

がみられるのを先生は楽しみにしています。 

 

    
5 年 1 組は大間窪小学校の中で一番多い 39 名の大所帯です。 

一学期の市民科の話合い活動で、クラスネームを決めました。その名 

も「成長していく 40 の芽」。一人一人がぐんぐん伸びて成長いくよう 

に、みんなで願いを込めたクラスネームです。就学時健診やスチュー 

デントシティ、富山林間学園などの行事を通して、高学年らしい責任を 

もって自分の役割を果たす力が身に付いてきました。運動会の組体操や 

3 分間長縄跳びでは、団結力や、集中して取り組む力が身に付きました。 

授業中は子供たち同士で注意し合って、集中して学習に取り組むことも出来ています。4 月には、まだ

弱々しかった 40 の芽も、たくさんの行事を経験し成長していく中で、蕾が大きく膨らみ、今まさに大輪

の花を咲かせようとしています。 

このクラスは大間窪小学校閉校と同時に解散します。どんなに望んでも、このメンバーで学ぶことはも

うありません。ある児童が、かえる帳（担任と児童の交換日記のようなもの）にこんなことを書きました。

「花はいつか枯れて（別れて）しまうけれども、地面には種が落ちて、やがて芽となり、そこからまたぐ

んぐんとつき進む。」この言葉をクラスに伝えると「解散は終わりではないよ。またそこから一人一人が

新たな芽を出して成長し続けるんだ。」と、全員が３月２５日の解散を前向きにとらえることができまし

た。 
残り 2 ヶ月。「成長していく 40 の芽」は、美しい花を咲かせ続け、有終の美を飾ります。 

  

 

（クラスのシンボルマーク） 



 

 

 

 

 

 

 

 

～生活指導部より～  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の行事予定 
日 曜 行 事 予 定 

１ 金 児童英検検定日 

２ 土 午前授業(土曜時程)ＰＴＡ家庭教育学級 

３ 日  

４ 月 児童朝会 委員会活動 

５ 火 租税教室(６) 

６ 水 午前授業 運動集会(高) 

７ 木 特別時程  

新入生保護者説明会(13:30～豊葉の杜中) 

８ 金 安全指導日 

９ 土 都展始 

10 日  

11 月 建国記念の日 

12 火  

13 水 運動集会(低) 

14 木 午前授業  

東京都教育研究員地区発表(理科) 都展終 

15 金 仲良し給食 

16 土 午前授業 学年活動(６)  

数学検定(豊葉の杜中１４:００～) 

美しい日本語教室(５) 

17 日  

18 月 児童朝会 クラブ活動 

19 火 避難訓練 

20 水 午前授業 音楽集会（金管クラブ） 

二葉保育園・１－２交流 

21 木 品川区学力定着度調査（４） 

22 金  

23 土 品川音楽祭（きゅりあん１４:４０～） 

24 日  

25 月 児童朝会 クラブ活動 

26 火 二葉幼稚園・１年生交流 

27 水 午前授業 運動集会(高)  

品川区小中連合作品展 

28 木 委員会活動 品川区小中連合作品展 

２月のめあて 
・生活目標 

～寒さに負けず元気に過ごそう～ 

・保健目標 

～教室の空気を入れかえよう～ 

・給食目標 

～からだによい食事の仕方を考えよう～ 

先日、東京でも今シーズン初めての雪が降りま

した。毎日寒いですが、子供たちは寒さに負けず

元気に過ごしています。元気に過ごすためには、

健康であることが大切です。インフルエンザが流

行する時期でもありますので、以下のポイントを

ぜひ参考にしてみてください。 
① 手洗い・うがいをこまめに行う。 
指先や手に付着したウイルスを除去するた

めには手洗いが欠かせません。また、うがいは

口の中やのどを洗浄するために有効な手段で

す。外から家に戻ったときは、必ず手洗いとう

がいをするようにしましょう。特に、手を洗う

ときには手の平だけでなく指先や指の間、手首

までしっかり洗うようにしましょう。 
② マスクをする。 
マスクには、２つの効果があります。１つめ

は自分が周りの人に菌を移さないこと。２つめ

は菌を防ぐことです。インフルエンザが流行し

ているときには、人ごみをさけるようにし、電

車や映画館等ではマスクを着用しましょう。ま

た、咳が出る場合にはマスクをすることも大切

な「咳エチケット」になります。 
③ 栄養と睡眠をとる。 
普段から病気に負けない体をつくることが

大切です。栄養のあるものをしっかりと食べる

こと、夜更かしをしないで睡眠時間を確保する

ことはとても大事です。体力をつけ、抵抗力を

高めましょう。 
④ 適度な湿度を保ち換気をする。 
ウイルスは低温・低湿度を好むと言われてい

ます。換気をしないでいると、ウイルスが長時

間部屋の中を漂います。こまめに換気をして空

気を入れ替えるようにしましょう。また、濡れ

タオルを干すなどして適度な湿度を保つよう

にしましょう。 
 
子供たちが元気に過ごせるようにご家庭でも

ご協力いただけるよう、よろしくお願いします。 


