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秋晴れのもと開催された運動会では、どの子も

自分の力を出し切り、確かな達成感を味わうこと

ができました。私にとっては、初めての泰明の運

動会でした。応援してくださる皆様の間近で、子

供たちが競技や演技を繰り広げ、応援の皆様の熱

気と子どもたちのやる気が凝縮した一体感のある

運動会に、何度も心が動かされました。

さて、１１月を迎え、学校の蔦の葉も色づき始

めました。子どもたちは、学習にそして１１月１

８・１９日の音楽会に向けた練習に、一生懸命取

り組んでいます。

今年度の音楽会のテーマは、「～響け！『音楽

のち・か・ら』～―勇気と希望をのせて―」とし

ました。テーマの設定に当たっては、本年３月１

１日に起きた東日本大震災とそこから復興に向か

う人々の姿を意識しました。

東日本大震災の復興を支援するため、国や自治

体をはじめ様々な人々が多様な取り組みを行って

います。先生の派遣や採用でいち早く対応したの

が東京都教育委員会です。東京都教育委員会は先

生を東北に派遣し、学習面から復興を支援してい

ます。中央区からも小・中学校各１名の先生が派

遣されました。また、福島県の小学校教員志望者

を一度東京都で採用し、５年後をめどに福島で教

壇に立てるよう協定を結んでいます。子どもの県

外避難が増加し、福島県教育委員会が、平成２４

年度の教員採用選考を見送った状況を踏まえた措

置です。１１以降に選考を実施し、５０名程度を

採用する予定になっています。中央区にも配属さ

れるかもしれません。

本校でも、いくつかの取り組みを行ってきまし

た。大震災発生直後には、当時の６年生が被災地

の小学生に向け励ましの手紙を出しました。４月

になって届いたその返事の手紙を廊下に掲示する

とともに、校長講話で取り上げました。津波によ

り家を流され親戚の家に身を寄せている当時の６

年の男の子が、手紙の中で「いつ中学校の入学式

が行われるのか分かりません。でも、しっかりと
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６年生の勉強の復習をしています。」と力強い文

字で記していました。

７月からは、５年生が中心になり、節電の取り

組みを始めました。節電の必要性や大切さを全校

に呼びかけたり、育てたゴーヤの苗を希望する子

どもに配り、各家庭で緑のカーテンをつくり節電

に役立てたりしました。

同じく７月には、青森県出身の漫画家「馬場の

ぼる」さんの没後１０年記念として、銀座教文館

のご協力の下「１１ぴきのねこ」の紙芝居上演と

ともに復興募金を行いました。集まった３２，４

８６円は、日本赤十字を通して被災地に届けられ

ました。

こうした全校共通の取り組みに加え、泰明の保

護者有志による活動も実施されました。また、子

どもたちは、様々なメディアを通して、被災地の

避難所で活躍する中学生や高校生の姿、多くのボ

ランティアが復興支援に汗を流している姿などを

目にしています。さらに、各ご家庭でも、命の大

切さを実感し、家族の絆をさらに深めていること

と思います。

３月１１日以降の、一連の取り組みの延長上に、

今年度の音楽会があります。音楽には、人々の心

を癒す力、勇気や希望をもたらす不思議な力があ

ります。東日本大震災から復興を果たそうとする

日本にあって、子どもたちのできることの一つは、

子どもたちの溢れる生命力を、音楽にのせて日本

に、そして世界にお伝えすることです。会場いっ

ぱいに響く歌や合奏をお楽しみください。

７月１９日 教文館による紙芝居上映



生活目標
思いやりをもって生活しましょう。

このマークはセカンドバッグ登校の日を表します。

※（ ）は学年を表します。 ※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 火 泰明読書 異学年交流給食（１年２組・６年２組） 絵本読み聞かせ（ゆり組）

下校指導 ＰＴＡ理事会

２ 水 ＜水曜時程＞ 生活科校外学習（１） 都展始 身体測定

敬老給食（３年１組） 下校指導

３ 木 文化の日

４ 金 音楽朝会 就学時健康診断 ●４時間授業

下校指導

５ 土 泰明読書 後期土曜スクール①

東京都教育の日 都展終

６ 日

７ 月 講話 委員会活動

８ 火 泰明読書 下校指導 親子遠足

９ 水 ＜水曜時程＞ 代表委員会

10 木 泰明読書 安全指導 美しい話し方教室（６） 安全指導

町たんけん（２） 地域巡回指導

11 金 泰明読書

12 土

13 日 ミニバスケットボール大会

14 月 講話 クラブ活動 絵本読み聞かせ（うめ組）

15 火 泰明読書 みゆき通り清掃 誕生会

16 水 音楽集会 りぷりんと（１・２） 音楽集会

17 木 泰明読書 校長相談日 ●５時間授業（１～５） 園長相談日

音楽会前日リハーサル・前日準備 音楽会リハーサル

18 金 泰明読書 音楽会児童鑑賞日 音楽会

19 土 泰明読書 音楽会保護者鑑賞日 ●４時間授業 音楽会

20 日 校庭開放 ミニバスケットボール大会

21 月 講話 高裁判所見学（６） クラブ活動 振替休日

22 火 泰明読書 親子遠足予備日

23 水 勤労感謝の日

24 木 保健講話（林先生） 社会科見学（５） 町たんけん（２）

＜掃除無し時程＞

25 金 泰明読書 ありがとう集会 教育相談週間①

26 土 後期土曜スクール②

27 日 校庭開放

28 月 講話 参議院見学（６）教育相談週間② 日比谷公園散歩

29 火 泰明読書 教育相談週間③

30 水 ＜水曜時程＞ 連合音楽会（５）教育相談週間④

※１２月１日（木）は、教育相談週間⑤を実施します。

校長相談日

１ １ 月 １ ７ 日 （ 木 ） ９ ： ０ ０ ～ １ ５ ： ０ ０



音楽会に向けて

～響け！「音楽のち・か・ら」～ ー勇気と希望をのせてー
音楽専科 宮澤 裕之

３月に東日本大震災があり、多くの方々が犠牲になりました。そこで、このような苦しいときに

音楽で何か役立てることはないか、音楽とは一体どのようなものかを改めて考えました。インター

ネットを開くと、ボランティアで都会から来た高校生の合唱団の人達の「ふるさと」や「ありがと

う」の演奏を聴いたり、一緒に歌ったりすることで、「明日からがんばって生きていこう！エネル

ギーをもらった」「大変感動してありがたく涙が出た」など、東北地方の皆様の音楽に寄せる熱い

メッセージが記載されていました。音楽は苦しい時にこそ求められ、聴いたり、奏でたりすること

で、不安を忘れ、楽しい気分や元気を呼び起こしてくれるものだと感じました。これはまさしく音

楽の力であり、生きていく力に結びつくものと思いました。

そこで、春の頃により考えていた音楽会のテーマを、「～響け！『音楽のち・か・ら』～―勇気

と希望をのせて―」に決め、子どもたちと音楽の力を日本中に届ける思いで練習に励んでいます。

一人ひとりの技術はつたないものですが、メッセージを届けようとがんばる子どもたちの姿を通し

て、勇気と希望の溢れる音楽の世界がお届けできればと思います。

音楽会当日には、子どもたちの演奏に熱い拍手や声援を送っていただき、音楽の素晴らしさを会

場の皆様と一緒に満喫したいと思います。

初めての柏移動教室
３年担任 中宮 志保

３年生の子どもたちにとって、初めての１泊２日の宿泊体験。行

く前からドキドキ、ワクワク、そんな子どもたちの気持ちを間近で

感じつつ、柏学園へ向かいました。

柏学園での心地よい自然を肌で感じながら、子どもたちはたくさ

んの体験をしました。丸々太ったお芋が嬉しかった芋掘り、お兄さ

ん、お姉さんとして優しく接することができた幼稚園児との交流、

友だちと初めて過ごした夜の時間、班やクラスのチームワークが試

された学年レクリエーション、不思議な虫や植物をたくさん見られ

た自然観察。初めての移動教室でしたが、子どもたちは自分のことは自分でやり、周りの友だちと

協力することの大切さを学びました。みんなで頑張った経験は、忘れられない思い出として子ども

たちの心に残るでしょう。

今後の学校生活では、楽しかった思い出を胸に、身に付けた力を３年生みんなでさらに高めてい

きます。

は た ら く 消 防 の 写 生 会 で 、

優秀賞
を受賞しました！

３年 宰田 優美 ４年 大野 真凜

４年 秩父 なつ美 ６年 吉松 己窯５年 永井 美琴



『元気の素』
スクールカウンセラー 赤尾杉 洋

2 学期も休み時間には多くの児童が来室し、絵を

描いたり、折り紙をしたり、おしゃべりをしたりと、

相談室は大変賑やかで、私も元気をもらっています。

このような元気を生み出す『元気の素』には何が

必要か考えますと、次のようなものではないかと思

います。それは、ホッと落ち着ける時間や居場所が

あって“安心できる”ということ。また、自分が熱

中できて“楽しめる”ことがあるということ。そし

て、気持ちを受け止められたり、努力や頑張りを褒

められたりするような“認められる”体験があるこ

と。このことによって、自信が持て、元気が湧いて

くるのではないかと思います。特に、“認められる”

ことは自尊心を育てる上で大切なものであり、他者

を認められるようになる礎にもなります。

これからも相談室では、そんな『元気の素』を生

み出す一つの場所でありたいと思います。ご家庭で

も、あちこちにある『元気の素』を見つけてみては

いかがでしょうか。

皆の力で 学校をきれいに
～縦割り清掃～

今井 由美子

泰明小では、１年生から６年生までの児童

が一緒に縦割り班で清掃を行っています。班

員と清掃場所は前期・後期で変わります。

上級生は、下級生の見本になり、清掃をリ

ードしなければならず、責任重大です。また、

下級生は、その場に合った掃除のしかたをし

っかり覚えなくてはなりません。学年や学級

を越えた仲間との清掃は、実はとても大変な

ことですが、泰明小をみんなの力でより過ご

しやすい学校にしようという意識をもつこと

のできる貴重な場でもあります。さらに、学

年を越えた縦のつながりを強めることで、互

いを思いやる心も育ちます。

今日もまた、全校児童が力を合わせ、学校

をきれいにしてくれています。

１０月１３日（水） ６年生が図工の学習でブリジストン美術館に行き

ました。モネ、スザンヌなど２０世紀美術を鑑賞

してきました。

１０月１６日（日） 「子どもフェスティバル」が、浜町総合公園で行

われました。今年もＰＴＡ成人教育部の皆さんが

「マジックバルーン」を出展。大盛況でした。

１０月２０日（木） ４年生がセンター教室で、ペットボトルロケット

作りとプラネタリウム見学をしました。

６年生が６丁目のコマツビルの屋上にある庭園

で、三和土体験をしました。庭園の一角にタイム

カプセルを埋め、カプセルは２０歳に開く予定で

す。

１０月２４日（月） ２年生は日比谷公園で、グリーンアドバイザーの

方から公園に来る蝶の生態について学びました。

また、パンジーとビオラの寄せ植え体験をし、一

人一鉢いただいてきました。

異学年交流給食を開始しました。１年生と６年生、

２年生と５年生、３年生と４年生の縦割りクラス

で給食を食べます。

１０月２５日（火） 読書週間で「ひさまつ読み聞かせの会」の皆さん

による、大型スクリーンを使った読み聞かせの会

が行われました。

１０月２６日（水） 前期保健委員による「早ね・早起き・朝ごはん」

の保健集会を行いました。

１０月８日 運動会

今年は白組が勝ちました。

１０月２４日～１１月１日

異学年交流給食

大盛り上がりのおかわりじゃんけん


