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日増しに秋の深まりを感じる季節となりまし

た。子どもたちは、運動会に向け一生懸命に練

習に取り組んでいます。

さて、本校では夏休み以降、４・５・６年生

の宿泊行事を実施しました。４年生は９月上旬

に柏に、５年生は８月上旬に館山に、６年生は

９月中旬に本栖にそれぞれ２泊３日の日程で出

かけてきました。

友達と共に宿泊することは、それだけで楽し

くわくわくするものですが、こうした宿泊行事

を通して、規則正しい生活態度や協調性、豊か

な感性と人間的成長を促したり、教室では学ぶ

ことのできない多様な体験を重ねたりすること

などを目的としています。

家庭での手厚い保護を離れて、何でも自分自

身で行わなくてはならない場が宿泊行事です。

また、常に、集団で活動し相手のことを考えて

行動しなくてはならない場が宿泊学習です。

こうしたことから、かなり苦戦する子どもも

散見されるのですが、わがままを抑え仲間と協

力し自分の事は自分で行う経験は、社会の一員

として活動していくための協調性や人間性の育

成につながるものと確信しています。

昨今、国や東京都において学力等の調査が行

われ、子どもの学力と生活習慣などの関係が分

析されています。こうした分析から、「身の回

りのことを自分でしようとしている」子どもは、

学力調査における国語や算数などの平均正答率

が高く、両者には明らかに相関があることが報

告されています。

このあと、１０月中旬には３年生の宿泊行事

が予定されています。１泊のみですが、子ども

にとっては貴重な体験となると考えています。

また、来年度も３年生以上は宿泊行事を予定し

ています。ご家庭でも、宿泊行事を一つのきっ

かけとして、少しずつ自分のことを自分で行う

練習をしていただくとともに、宿泊行事後は、

その経験をご家庭で生かし定着させ、習慣化し

ていただきたいと思っています。

また、宿泊行事は、本物の自然や歴史に触

れる絶好の機会です。本栖移動教室に参加した
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学校行事のもつ力
校長 樋口 昇

６年生は、富士山麓の溶岩に関して、専門家で

ある自然観察員から説明を受けながらフィール

ドワークを行いました。自然観察員から、目の

前の溶岩が玄武岩であるとの説明を受けたある

６年生は、実際に目にするのは初めてだと語っ

ていました。その後の子どもたちとの会話では、

火山岩である流紋岩・安山岩・玄武岩、深成岩

である花こう岩・せん緑岩・斑れい岩などの岩

石の種類、特徴に関する知識を有していること

がわかり驚きました。玄武岩は、有色鉱物を多

く含んでいて黒っぽいという知識と、目の前の

本物の玄武岩が結びつき、知識がより強固なも

のに変容した瞬間でした。

１０月の大きな学校行事は運動会です。学校

では、運動会を通して、運動することの楽しさ

を味わうともに、仲間と力を合わせたり、係の

活動に責任を持って取り組んだりすることによ

り、連帯感や社会性の育成などをねらっていま

す。

各学年ともに、発達段階に応じながら、少し

高い目標を掲げ取り組むことになります。それ

だけに、達成したときの喜びは大きくなるので

すが、その過程での励ましも必要になります。

ぜひ、ご家庭でのご支援をお願いします。

学校行事は学校生活に変化と潤いをもたらす

とともに、子どもたちが大きく成長する機会で

もあります。泰明小学校が行事に力を入れてい

る理由はそこにあります。子どもたちのがんば

りに、大きな拍手をお願いします。

朝霧高原での酪農体験（６年）

校園長相談日
１０月１８日（火） ９：００～１５：００



生活目標
落ち着いた生活をしましょう。

このマークはセカンドバック登校の日を表します。
※（ ）は学年、○は校時を表します。※予定は変更することもあります。
日 曜 朝 小学校 幼稚園・ＰＴＡ

１ 土 都民の日 前期土曜スクール 都民の日

２ 日 校庭開放

３ 月 講話 衣替え 運動会係作業（５・６）⑥ 衣替え 身体測定

運動会全体練習①②

４ 火 泰明読書

５ 水 泰明読書 りぷりんと（１・２）

金管練習（３：００～３：４５）

６ 木 泰明読書 柏事前健診（３） 安全指導

７ 金 泰明読書 運動会リハーサル 前日準備 絵本貸出 前日準備

８ 土 運動会 運動会

９ 日 運動会予備日１ 運動会予備日１

10 月 体育の日

1１ 火 泰明読書 運動会予備日２ 安全指導 運動会予備日２

1２ 水 泰明読書 運動会予備日３ 代表委員会 運動会予備日３

1３ 木 泰明読書 柏移動教室（３） 芋掘り遠足

ブリジストン美術館訪問（６）

1４ 金 チャレンジタイム 柏移動教室（３） 絵本貸出

1５ 土

1６ 日 子どもフェステイバル 子どもフェステイバル

1７ 月 講話 後期委員会活動 絵本読み聞かせ

1８ 火 泰明読書 校長相談日 みゆき通り清掃 園長相談日 誕生会

1９ 水 泰明読書 避難訓練 りぷりんと（１・２） 避難訓練 園内研修

体育集会

20 木 泰明読書 センター教室（４）

三和土作り参観（６）

21 金 ＜水曜時程＞ 研究授業（３年２組） 絵本貸出

22 土

23 日 校庭開放

24 月 講話 読書週間始

＜掃除なし時程＞ 異学年交流給食（３年１組・４年１組）

地域別児童会・地域巡回指導⑥

25 火 泰明読書 絵本読み聞かせ ④⑤ スポーツデー予行練習

異学年交流給食（３年２組・４年２組）

26 水 泰明読書 保健児童集会⑥

異学年交流給食（２年１組・５年１組）

27 木 泰明読書 生活科見学（２）敬老給食（３年２組） 絵本貸出 前日準備

後期縦割り清掃始

28 金 保健講話（石川先生） 読書週間終 スポーツデー

異学年交流給食（２年２組・５年２組）

29 土 スポーツデー予備日

30 日

31 月 講話 異学年交流給食（１年１組・６年１組） 国際理解教室

後期委員長紹介 クラブ活動

※運動会予備日に運動会を行なう場合は、セカンドバッグ登校になります。
※１１月１日（火）異学年交流給食（１年２組・６年２組）、２日（水）敬老給食（３年 1 組）

を実施します。



一歩 一歩 また 一歩

～本栖移動教室（三湖台にて）～
６年担任 香川 稔

子どもたちは、何を感じたのか。

「いくぞ、おー」の掛け声で始まった三湖台ハイキング。「ハイキン

グ」とは名ばかりで、ロープも配備される箇所もあり、それにつかまり

ながらでないと登れない、まさしく「登山」でした。

登っても、登っても、なお頂上に着かない。こっちが近道かなと思い

きや、急斜面で登れず、右に左に遠回りして登る。決して、楽をさせて

くれない。その繰り返しでした。

登り始めて１時間ほどで、富士山も、その樹海も、湖も、同時に眺め

ることができる頂上に全員着きました。子

どもたちはその景色を楽しんだ後、下山し

ました。

「山登りは、人生のようなもの」

苦労して登っても、またそこから自分の

足で下山する。それが山登り。そんなこと

を考えた三湖台でした。

これが泰明の運動会

体育主任 志田 稔
１０月８日（土）は、泰明幼稚園・小学校の運動会です。
私にとっては、泰明での初めての運動会となるので、とても楽しみにしています。
さて、運動会準備を進めている中で、泰明小ならではの特徴があることに気づきました。
１つ目は、開会式に校旗園旗だけでなく、小学校と幼稚園ののぼり旗が登場するという

ことです。他の学校では見たことがありません。とても大きくて迫力
があり、開会式を盛り上げてくれます。
２つ目は、赤組白組それぞれにマスコットがあるということです。

さらに、そのマスコットが会場に大きく姿を現しているのです。
今年は赤組が“タコ”で白組が“ペガサス”です。楽しみにして
いてください。

子どもたちの頑張る姿はもちろんですが、このほか、泰明ならで
はの白熱したＰＴＡ競技などにも注目すると、運動会がより楽しく
なると思います。当日はたくさんのご声援よろしくお願いします。

「がんばろう！あきらめないぞ！ぜったいかつぞ！」

｢いい汗ながして たたかおう」
「たたかおう！勝利めざして心ひとつに」
「運動会 魂こめて いざ勝負！」
「仲間と共に銀座の歴史に名を残せ」
各クラスから考え出された運動会スローガンの一部です。これらをもとに計画委員と学級代

表が話し合い、今年度のスローガンを決めました。その結果が、

「銀座とトモに いい汗 流そう」
です。「トモ」には、「友」の意味が込められています。銀座で汗を流せるのは泰明小の子ども
たちだけ。「銀座」で「友」と「共」に「いい汗」を流す。その「友」との「汗」に注目する
運動会にできればとの思いで、子どもたちは考えました。いい汗流そう 友と共に

計画委員会担当



セカンドスクールでの大きな成長

４年担任 新田 裕子

４年生、 大のイベント、柏学園でのセカンドスクールに行って来ました。柏学園での宿泊は昨年度に

続いて２回目ですが、昨年度とは大きな違いがあります。２泊３日であること、班が１組２組の混合であ

ること、カレー作りや心の時間など、初めての体験がたくさんあることです。

班対抗ビーチボールリレーでは、思いっきり水鉄砲を使ってビー

チボールを押し、水浸しになってしまいました。理科実験とは、か

け離れてしまったものの楽しい楽しい体験でした。カレー作りでは、

事前の家庭学習の成果が出て、大きな怪我をすることもなくおいし

いカレーを食べることが出来ました。そして、子どもたちには内緒

だった「心の時間」には、親からの手紙を一人ひとりもらって、し

みじみと読み、温かい時間を過ごしました。その後、返事を書く時

の鉛筆の音だけが響き渡るひとときは、何物にも代え難いすてきな

時間でした。

いつも一緒のクラスの友達と過ごすのと違って、戸惑うこともあったはずです。でもそれ以上に、前向

きに工夫しようとする意欲と数々の新しい発見を素直に喜ぶ、この元気な４年生の子どもたちにまた一つ

大きな成長を見せてもらいました。

あ ったらいいな こんなもの
２ 年 生 が 国 語 科 の 学 習 で あ っ た ら い い な と 思 う も の を 考 え 、

発表しました 。

加曽利咲尊子
海の中でも呼吸ができる

「海でこきゅうぐすり」

家村瑠粋

好きな時に、好きなところに

いける「いつでもマシーン」

結城海斗

クワガタとお話ができる

「クワガタマシーン」

田村光

絵が上手に描ける

「ビックリえんぴつ」

９月 １日（木）

９月 ６日（火）

９月１７日(土）

９月２２日（木）・２９日（木）

９月２６日（月）

大地震発生の警戒宣言の発令を想定して、引き取り訓練を実施しました。引

き取り者に児童を引き取っていただき下校させました。

京橋築地小学校において、泰明小と中央小の３校の６年生が水泳記録会を実

施しました。自分の記録更新に向けて挑戦しました。

浜町体育館において中央区少年少女バドミントン大会が行われました。

４～６年生のペア９組が参加して練習の成果を発揮しました。

今年度２回目、３回目の学校説明会を開催しました。

今年度２回目のセーフティ教室を開催しました。今回は、低学年は築地警察署

の方から連れ去り防止について、高学年は社会のルールについて学びました。


