
 

 

 

 

 

 

 

すべては子供たちのために 
                      
 春の陽光は躍動し、私たちに意欲と活気をもたらしてくれます。桜の開花は心を和ませ期待感を

膨らませてくれます。そんな希望と期待に満ちた中、新たに６５名の新１年生を迎え、総児童数 

４０３名で平成２４年度の大間窪小学校はスタートしました。 
 上記の教育目標の実現に向けた本校の教育活動の大きな柱は２つ。「基礎学力の定着」「豊かな

社会性・人間性の育成」です。 
 全教職員の共通認識として「規範意識の定着と道徳的実践」をキーワードとして、規範意識をさ

らに高め、秩序ある環境や雰囲気をつくり出し、規律ある生活態度を徹底して身に付けさせていき

ます。その上に立って、基礎的・基本的学習内容の精選、重点化を図るとともに、習熟度別指導、

教科担任制等、様々な指導システムを活用して基礎学力の定着を図っていきます。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 すでにご案内の通り、１年後の平成２５年４月には杜松小学校と統合し「豊葉の杜小学校」とな

り、豊葉の杜中学校とともに施設一体型小中一貫校「豊葉の杜学園」となります。大間窪小学校は

小学校でもない中学校でもない新たな義務教育学校として生まれ変わります。 
   私たちは、小中一貫教育を名実ともに推進し、教育の質をより一層向上させ、子供たちの健やか

な成長を実現していくことが使命であると自覚し、開校に向けてしっかりと準備していきます。 
 大間窪小学校としての最後の１年。多くの方々の努力によって脈々と伝えられている８５年の伝

統、校風。多方面で活躍する多くの卒業生。学校を心から支援してくださる保護者の皆様・地域の

皆様。夢と希望を抱いて入学してきた６５名の１年生。豊葉の杜学園開校に向けて確実に着実に準

備されていく新しい教育内容・方法と施設・・・。 
 温故知新。古き歴史と新しい文化のうねりの中で、誰もが学校を愛する心をさらに深めながら、

今年度のすべての教育活動を「ファイナル」として取り組んでいくことになります。３月には閉校

式を執り行う予定です。しかし、このことは大間窪小学校の歴史を閉じることではありません。大

間窪小学校はあらたな一歩を踏み出すということです。 
 縁あって、有終の時を共有し、新校立ち上げ準備にかかわることになった私たち教職員一同は、 
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校長 橋本 茂樹 光ちゃんと藍ちゃん 

－君と未来をつなぐ本－ 
                                    校長 橋本 茂樹 

 世界最強の磁石「ＫＳ鋼」を発明し鋼（はがね）の世界的権威者、故本多光太郎博士は、小さいと
きあまりぱっとせず、「鼻たらしの光ちゃん」と言われました。小学校の先生に「おまえは理解が遅
いから人が１回やるところを３回やれ。」と言われたそうです。 
 大学生のお兄さんから「カルタゴ興亡史」という歴史の本を借りた時、そのお兄さんは２～３日で
返ってくると思っていたところ、２、３週間後に持ってきたので「どうだ分かったか。」と聞いたら、
「３回読んだらやっと分かった。」と答えたそうです。理解の遅い光太郎少年が、後年、世界的な学
者になろうとは、誰もが夢にも思いませんでした。「読書百遍、意自ずから通ず」ということがあり
ますが、「人より３倍」の精神力を育むのも読書ならではだと思います。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

女子プロゴルファーの宮里藍さんは、中学時代に年間３００冊以上の本を読んだそうです。最近、
読書量は減っているそうですが、ツアーの移動時間はできるだけ読書で「静かな時間」を作るように
しているそうです。藍さんの父・優さんは、「静かに物事を判断する力（心の筋肉とも言うべきもの）
がないとスポーツ選手は大成できない。」というのが持論で、藍さんには小さい頃から静かな時間を
作らせてきたそうです。藍さんにとって「静かな時間」とは読書、学校の勉強などをすることだった
のです。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 日本は、児童書が世界でも最も多く出版されている国です。夢や空想をかき立てたり、世界の自然
と人々の暮らし、最先端の科学や地球環境、宇宙のことなど、あらゆる好奇心に応えたりする豊かな
出版文化があります。 
 しかし、その一方で、本を読まない、読めない子供たちが増加している、という報道が毎年のよう
に繰り返されています。本当に子供たちは本が嫌いなのでしょうか。  
本校には朝読書の時間があります。また、図書スタッフ、図書ボランティアが読み聞かせをしたり、

読書について子供たちの相談にのったりしています。読み聞かせの時間、子供たちは話に吸い込まれ
るように聞き入り、教室が静寂に包まれます。耳に快く響く読み手の声色に大きな瞳を開いて物語の
登場人物に自分の心情を重ねていきます。 
 これらの姿を見ると、子供たちは、本当は本が嫌いなのではなく、本との豊かな出会いや時間がな
く、本のおもしろさを知らないまま「本を読まない、読めない状態」になっているのではないかと思
います。 
 担任時代、保護者の方から「本を好きな子にするにはどうしたらいいですか。」「先生、うちの子、
本読まないんですけど。」とよく尋ねられました。私は、いつも「まず読み聞かせる。一緒に読んで
あげて、つぎは聞いてあげる。そして一人読みにつないでいく。」と答えていました。子供と本との
出会いを豊かにしてやることは大人の役割だと思います。「これ、おもしろいから読むといいよ。」
と言っても子供たちはなかなか読む気にはならないでしょう。一緒に本を買いに行ったり、「読むか
ら聞いて。」という子供の気持ちをくみ取って、少しでも上手になっていたら、たくさんほめてあげ
たりすることが大切だと思います。 
 様々な人との出会いと同様、家庭や保育園や幼稚園、学校や図書館等で、一生の間にたくさんの本
と巡り会い、多くのメッセージを受け取り、心の栄養を吸収して成長できた子は幸せだと思います。
様々なゲーム、パソコンが普及している時代、意図的に本との豊かな出会いを考えていかなければ「本
の大好きな子」を育てることは難しいのではないかと思います。 
 ４月２３日は子ども読書の日。この日からこどもの日をはさんで３週間は日本中が「こどもの読書
週間」です。今年の標語は「君と未来をつなぐ本」です。さぁ取り組んでみませんか。家庭で親子読
書を。必ずや子供たちは読書によって知識、情報を獲得し、集中力、思考力、想像力を高め、学力を
向上させたり、豊かな心を育んだりすると思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大間窪小学校の皆さん、お元気ですか。私は、

品川区の鮫浜小学校にて３年生の担任をしていま

す。鮫浜小の校庭にはイチョウや桜の木が植えて

あります。また、校庭が京浜急行線に面していて、

高架下を通って第二校庭に行くことができます。

冬には、近くの運河でマラソンをします。 
 大間窪小の皆さんの元気な挨拶、大きな歌声、

仲良く学習し合う様子が懐かしいです。今年度は、

大間窪という名での最後の１年間ですね。 

５年前の春、初めて大間窪小を訪れた際に、

校庭で遊ぶ子どもたちから「こんにちは！」と

元気な声で挨拶されたことを今でもよく覚えて

います。 
 初任校の大間窪小で勤務させて頂いた５年間

は、これからの教員人生を歩む上での大きな礎

となりました。この先、仕事上で何かに躓いた

時は、大間窪小での経験に立ち返って頑張って

いきます。キラキラと輝く子どもたちの元気な

笑顔を忘れません。今まで本当に 

大間窪小学校に６月から臨時栄養職員とな

り、短い間でしたが子どもたちの笑顔や保護者

の方の協力で無事終えることができました。ま

た職員の皆さんにも支えていただき、とても充

実した日々でした。 
大間窪小での思い出を胸に新しい学校でも

精一杯頑張ります。 
皆様には、この１年間お世話になり本当にあり

明るく元気な子どもたちと過ごした大間窪小学

校での６年間は、私にとってとても楽しい時間で

した。目をきらきらとさせながらいろいろな行事

や学習に力一杯取り組む子どもたちは、とても素

敵でした。そして、友だちと楽しく遊ぶこともと

ても上手な子どもたちでした。子どもたちとの学

校生活をいつも温かく支えてくださった保護者や

地域の皆様方には、とても感謝しています。これ

からも子どもたちのよりよい成長を願っていま

今年度、３年２組の担任と

なりました白根
しらね

武
たけ

尚
なお

です。秋

田県出身の３１歳です。専門

教科は社会科で、秋田では、

５年生から９年生までを教え

てきました。また部活動では

男女陸上競技部の指導をして

きました。 

本校では３年２組の担任と

なり、学年では教科担任とし

て社会科を担当します。一日

も早く東京での生活に慣れ、

大間窪小学校の一員として精

一杯がんばりますので、どう

こんにちは！藤原侑哉です。宮城県

仙台市生まれ、岩手県盛岡育ち、25 歳

です。大学を卒業した後、岩手県の中

学校で社会科の講師として 8 年生（中

学 2 年）、9 年生（中学 3 年）、特別支

援学級で教えていました。晴れて東京

都品川区の教員になることができて、

身の引き締まる思いで毎日を過ごして

おります。大間窪小学校の子どもたち

の元気の良さに圧倒されながら、自分

も負けてなるものかと、「明るさ元気

100％、誠心誠意、子どもたちと接し

ていく」ことが今年の私の目標です。 

今年度から大間窪小学校のなかよし

お隣の戸越公園駅の近くにあ

る大原小学校から異動してまい

りました、栄養士の大島です。

大原小に勤務していたときも大

間窪小は担当校として受け持っ

ていたので、試食会や打ち合わ

せなどで何度となく訪れていま

した。その頃から大間窪小は「給

食をよく食べる元気な学校」と

いう印象でした。今年度は、そ

の子どもたちと直接関わること

ができ、大変うれしく思ってお

ります。子どもたちが安全でお

いしい給食づくりに努めてまい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

朝は、6 年生と 

大好きな 6 年生と、 

手をつないで入退場

全学年で 

1 年生の言葉も 

2 年生の 

わんつーぐるーぷ 

担任の先生は

入学式が始まる前 

「おとしあな」 

とっても 

 

 

準備も 6 年生が

優しく教えてく

エスコート登校が 

あるから毎朝が 

子どもたちに「算数は、好きですか？」と聞くと、「好き！」「好きだけど自信がない」「ちょっ

と苦手」と、いろいろな答えが返ってきます。「好き」な人には、算数がますます好きになるよう

に、「好きだけど自信がない」人には、丁寧に指導して自信がもてるようにし、「ちょっと苦手」な

人には、わからなくなったところから分かるように教えたいと思っています。また、子どもの学び

方は一人一人ちがいます。じっくり学ぶ子もいれば、どんどん問題を解いていきたい子もいます。

そんな願いを生かすために、本校では算数の少人数学習を進めます。 
3 年～6 年の子どもたちを、１学年 3 つに分割しグループに合った学習を進めています。例えば

4 年生のわり算の筆算では、どんどん問題を解いているグループもあれば、２～３問の問題をじっ

くり解き計算の仕方を身に付けているグループもあります。どちらもわり算の筆算を理解すること

がめあてです。そしてたくさん解いた達成感、しっかり解いた充実感をもち、安心して学習に取り

組むことができます。 
本校では、「基礎学力の定着」を目標に学習を進めています。一度学習したことをいつでも使え

るようにしてこそ、本当に身に付いたといえると思います。特に算数では、身に付けたことを次の

学習に確実に生かすことができます。各ご家庭でも、子どもたちの学びにぜひ関心をもっていただ

き、ほめたり励ましたりしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。 
                  藤 田  睦（少人数算数） 



 

 

 

 

 

 

 

 

～生活指導部より～  

新年度がスタートして１ヶ月。児童は毎日元気に登

校しています。登校の様子をみていると、きちんと歩

道を一列になって歩く児童もいれば、まもるっちを見

ながら歩いている児童も見られます。４月１６日の児

童朝会では、校長より児童全体に道路の歩き方、自転

車に乗る時の約束について話がありました。通学路の

写真を見ながらみんなで危険な場所について考えま

した。その後には、各学級でも交通安全について指導

をしました。また４月２３日には荏原警察署の方に来

ていただき、交通安全教室を行いました。２週にわた

り、全校児童で交通安全について深く考える機会とな

りました。交通ルールについてよく知っていても、ル

ールを守らなければ命は守ることができません。全体

保護者会の時にも保護者の皆様に、安全な自転車の乗

り方について資料をお配りし、お話させていただきま

した。ご家庭でも交通安全について話し合い、子ども

たちの安全にご家庭、地域から目をむけていただけた

らと思います。 

 ５月には、大型連休があります。「５月病」という

言葉があるように新学期の疲れが出たり、連休で生活

のリズムが崩れやすくなったりします。十分な栄養と、

十分な睡眠をとって規則正しい生活が送れるようご

家庭でもご協力をお願いします。 

 ５月の月目標は「学校のきまりを守ろう」です。 

あいさつが少ない学校だと暗い雰囲気の学校になり

ます。廊下を走っている児童が多いと安全な学校生活

は送れません。集団生活の場ではいろいろなきまりが

あります。一人一人が学校のきまりを守り、気持ちの

良い学校生活が送れるよう指導してまいります。 

 

５月の行事予定 
日 曜 行 事 予 定 

１ 火 遠足（5･6 年） 

２ 水 運動集会 地域巡り･個人面談終 

３ 木 憲法記念日 

４ 金 みどりの日 

５ 土 こどもの日 

６ 日  

７ 月 委員会活動 体力テスト始 

８ 火 遠足（3･4 年）歯科健診（5･6 年） 

消防写生会（２年･なかよし学級） 

９ 水 運動集会（高学年） 

耳鼻科健診（全） 午前授業 

10 木 安全指導日 遠足予備日（5･6 年） 

尿検査二次 

11 金 歯科健診（3･4 年･なかよし学級） 

消防写生会予備日（２年･なかよし学級） 

12 土  

13 日  

14 月 クラブ活動 

15 火 遠足予備日（3･4 年）歯科健診（1･2 年） 

16 水 運動集会（低学年）眼科健診（全）避難訓練 

17 木  

18 金 午前授業  

19 土 午前授業 

20 日  

21 月 遠足（1･2 年） クラブ活動 

22 火 PTA 総会 

23 水 百人一首集会 午前授業 

24 木 音楽鑑賞教室（5年）遠足予備日(１･２年) 

25 金 仲良し給食 

26 土  

27 日  

28 月 クラブ活動 日光移動教室事前健診（6年） 

29 火  

30 水 日光移動教室始（6年） 

31 木  

１ 金 日光移動教室終（6年） 

５月のめあて 
・生活目標 

～学校のきまりを守ろう～ 

・保健目標 

～健康なからだをつくろう～ 

・給食目標 

～正しい給食のマナーを身につけよう～ 


