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平成２３年３月１１日午後２時４６分。前職にあ

った私は、予算特別委員会のため議場につめ、答弁

しようとした正にその時、大きな揺れが襲ってきま

した。今まで経験したことのない揺れに議場は騒然

となり、議事は中断、私は教育長の許しを得て議場

を退室し、別棟の自席に走りました。自動的に閉じ

た防火扉の小扉をくぐり抜け、階段を駆け下り、無

我夢中でたどり着いた自席周辺の床は、書棚から落

ちた書籍やファイルが散乱していました。電話が使

用できないことを確認すると、パソコンにかじりつ

き、管下の小・中学校長に対し児童・生徒の安全確

保等についてメール発信しました。

その後も、各学校の児童・生徒の安否確認や保護

している児童・生徒数の把握、帰宅困難者に対する

学校施設開放に関する調整、災害対策本部会議への

出席などの対応に追われました。わずかな仮眠を経

て迎えた翌朝の日の出と冴え渡る青空がとても印象

的でした。

この頃、私は、所属はわからないものの再び校長

に戻ることを知らされていましたが、地震と原子力

発電所の事故が、校長として着任する学校の教育活

動にまで影響を及ぼすことを想像できませんでし

た。

泰明に着任した平成２３年４月からは、余震を警

戒した下校指導を余儀なくされました。５年生の館

山臨海学校では津波を心配する保護者の声もありま

した。また、夏季の節電の実施、さらに柏学園の放

射線の問題、そして本校校庭からも一部で除染の必

要な放射線が確認され工事に至りました。小公園の

開放の課題も重なりめまぐるしい９ヶ月でした。

こうした中、新たな年、平成２４年を迎えました。

新しい年が、穏やかで輝きに満ち、やさしさに溢れ

た１年になることを心から願います。

さて、平成２４年は、泰明小学校にとって変革期

をむかえる年であるととらえています。

その一つは、特認校制度です。４月に迎える新入生

は特認校制度４年目の子どもたちとなり、この制度に

よって入学した子どもは新１年生から新４年生となり

ます。はじめて全校児童の半数を超え、約３分の２と

なります。この制度により本校の存続は揺るぎないも

のになりましたが、一方で課題もあり、課題の洗い出

しと、その解決に向けた取り組みが必要な時期を迎え

たと認識しています。

二つめは、学習指導要領全面実施による授業時間増

への対応です。本校では、今年度からの授業時数増に

向け、計画的に対応をしてきましたが、実際に指導を

展開してみますと、本校の先生方からは「指導内容が

多く授業時間数にゆとりがない」との声もあがってい

ます。中央区教育委員会が検討している土曜授業の実

施も視野に入れながら工夫していく必要があります。

そして三つめは、防災・防犯の視点です。東日本大

震災を受け、防災体制・防災教育の充実を図る必要が

あります。また、昨今の治安状況、そして国の中枢で

ある公官庁や外国の要人が多数宿泊する帝国ホテルに

最も近い泰明の立地から、危機を想定し未然に回避す

ることがより強く求められています。

こうした視点に立脚し、泰明の歴史と伝統を守りつ

つも、変化に対応しながら少しずつ変革をすすめてい

くことが必要であると考えています。本年も、皆様の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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幸多き年でありますように

校長 樋口 昇

(お願い）

こども安心安全メールの登録を１２日

（木）までにお願いします。



生活目標

健 康 に 気 を つ け て 生 活 し ま し ょ う

※（ ）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 日 元日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

６ 金

７ 土 冬季休業日終 冬季休業日終

８ 日

９ 月 成人の日

10 火 始業式 始業式 始業式

11 水 ＜水曜時程＞ 安全指導 給食始 身体測定（３・４） 保護者会（学級）

席書会（１・２・５・６）委員会活動 ＰＴＡ賀詞交歓会

12 木 泰明読書 ６年面接 席書会（３・４） 身体測定

身体測定（１・２）

13 金 体育朝会 ６年面接 身体測定（５・６） 安全指導

ＮＨＫ出前授業（５）

14 土 はねつき大会

15 日 校庭開放

16 月 講話 書き初め展始 地域巡回指導 ＰＴＡ理事会

代表委員任命式 縦割り清掃始

17 火 ＜水曜時程＞ 校長相談日 学校保健委員会 園長相談日

保護者会（全） 学級活動（２）

18 水 ＜水曜時程＞ りぷりんと（１・２） 代表委員会

19 木 泰明読書

20 金 チャレンジタイム 午前授業 研究授業（１）

書き初め展終

21 土 後期土曜スクール④

22 日 校庭開放

23 月 講話 登下校安全確認旬間始 クラブ活動

24 火 泰明読書 築地見学（３－１）みゆき通り清掃 日比谷公園

25 水 ＜水曜時程＞ 体育集会

26 木 保健講話（林先生） 築地見学（３－２） 学級活動（３－１） 新入園児保護者会

未就園児保育

27 金 体育朝会 誕生会

28 土

このマークはセカンドバッグ登校の日を表します。

※今月の避難訓練は予告をせずに行います。

☆校園長相談日

１月１７日（火）

９：００～１３：３０



クラブ活動について
クラブ活動担当 中山 彩美

クラブ活動の時間は年に１１回設定されています。子どもたちは８つのクラブに分かれて活動し、
共通の興味・関心をもつ４年生以上の学年や学級の異なるもの同士が集まって、自分たちで年間計
画を立て、協力しながら活動しています。

さて、子どもたちは、クラブ活動のある日はまっしぐらに活動場所に行き、準備や練習をする姿
が見られます。手芸・料理クラブでは、班ごとに担当する回を決め、その回で作る料理やお菓子の
レシピを子どもたちで調べてきます。その前の回に必要な材料や手順などを話し合います。活動当
日は６年生を中心に役割分担をし、作業を進めます。そこには、互いに教え合ったり、励まし合っ
たりする姿があります。

毎年、年度末になると次の学年でどのクラブに入りたいかの希望調査をし、クラブの活動可能人
数に合わせて人数調整を行います。その際に、児童から「新しく作りたいクラブ」の案も募ります。
昨年度は、キンボール、合唱、囲碁・将棋クラブを作りたいという声も挙がりましたが、いくつか
の条件が合わず、新クラブ設立には至りませんでした。

これからも子どもたちの「やりたい」、「やってみたい」という気もちを育てる場にしていきたい
です。

新しくなったホームページ
ホームページ担当 杉原 愛

今年度から、中央区立の幼稚園・小学校・中学校のホームページは、新しいシステムが採用され
ました。これまでも学校ホームページはありましたが、形式を新しくしての再スタートとなりまし
た。

本校では、学校概要や学校沿革史、特色ある教育活動などの学校紹介のほか、下記のようなコー
ナーがあります。
① 「おしらせ」 毎月の予定を詳しく紹介しています。
② 「学年のページ」 あまり知ることのできない他学年の姿を、写真とともに垣間見ることが

できます。
③ 「保健室より」 保健講話や保健集会についてお知らせしています。治癒証明書もこちら

から印刷できます。
④ 「給食室より」 各月の献立や給食だより、給食室の様子がわかります。
⑤ 「研究」 平成２２年度の研究は「『生きる力』をはぐくむ社会科・生活科 ―基礎

的・基本的な知識及び技能の習得と活用―」です。昨年の研究の成果や
課題、発表会の様子をふり返ることができます。

他にも、学校公開・学校だより等、様々な情報をのせています。リアルタイムに情報を発信でき
るツールとして、今後もホームページの一層の充実に努めていきます。ぜひ一度ご覧ください。

３年生の学習活動を紹介します！

算数

コンパスを使って正三角形・二等辺

三角形を作り、模様にしました 。

社会

社会科で学んだことを、工夫して

新聞にまとめました。

石澤 愛莉

阿部 祐士



情熱のフラメンコ
国際理解教室担当 山本 有子

１２月１３日(火)国際理解教室が行われました。今

回は、フラメンコの舞踊鑑賞を中心に、スペインの文

化について学びました。

フラメンコダンサーの石井智子さんとスタジオダン

サーの皆さんが舞台で舞い始めると、講堂がスペイン

のアンダルシア地方になったかの錯覚を覚えるほどの

迫力に、子どもたちは魅了されました。美しい衣装、

様々な効果を生む小道具、華やかでエネルギッシュな

踊り、迫力の生演奏…どれをとっても、目を耳を奪わ

れずにはいられません。

途中、スペインの人々についてのお話には、日本と

の文化の違いに興味深そうに声を挙げるシーンも。ま

た、カスタネットの使い方のデモンストレーションや

フラメンコのリズムの取り方に児童が挑戦する場面も

あり、楽しみながら他国の文化にふれられた時間とな

りました。

これを機会に、子どもたちは、またひとつ身近に感

じてくれる国が増えたことでしょう。

１２月 ３日（土）恒例の親子もちつき大会がありました。築地警察署

や各交番、地下鉄銀座駅、都バス営業所などにつき

たての餅を届けました。金管バンドは桜川敬老館に

演奏に行き、「水戸黄門、世界に１つだけの花、明日

があるさ」などを披露しました。

１２月 ６日（火）３年生が八丁堀にあるミズノプリティクへ社会科見学に出かけました。印刷の行

程や世界の印刷の歴史を見ました。

１２月 １５日（木） ６年生が千葉県佐倉にある国立歴史民族博物館に社会科見学に出かけました。多

くの展示物を興味深く見学しました。

１２月 １６日（金）はねつき大会に向けて練習が始まりました。

１２月 ２１日（水） 縦割り清掃の班で仲良しタイムが行い、６年生が企画し、みんなで楽しく遊びま

した。

ずこーのじかんってなにⅣ
図画工作科 高村 弘志

図工の時間の特徴は、子どもたち自

身が活動内容を考え、年齢や発達をこ

えて、一緒にものをつくることができ

ることです。みんなで参加して、みん

なで喜び、みんなで楽しむことができ

ます。頭で考えながら活動することは

もちろん、さまざまな感覚を使って表

現することができたり、ものや環境と

キャッチボールしながら、互いにコミ

ュニケーションをとったりすることが

できます。

このコミュニケーションに関しては、

平成２３年８月２３日付けコミュニケ

ーション教育推進会議審議経過報告よ

り、「コミュニケーション能力を学校教

育において育むために」で記載されて

います。

①自分とは異なる他者を認識し、理解

すること。

②他者認識を通して自己の存在を見つ

め、思考すること。

③集団を形成し、他者と協調・協働が

図れる活動を行うこと。

④対話やディスカッション、身体表現

を活動に取り入れつつ、正解のない

課題に取り組むこと。

他教科と違い、答えが一つでない図

工は、今一番必要とされている能力が

身に付くことでしょう。


