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早いもので、平成２３年度も１ヶ月を残すのみとなり

ました。子どもたちは、進学・進級に向けて学習のまと

めに一生懸命取り組んでいます。

さて先日、九段下の「昭和館」を訪問してきました。

私が担任として１０年を過ごした小学校の先輩が、現役

引退後、ここに勤めており、誘いを受けたからです。

「昭和館」は、国民が経験した戦中・戦後の生活に係

る歴史的資料・情報を収集、展示し、労苦を後世代に伝

える国立の施設です。

知人はまず、戦中のくらしに関する展示を案内し、一

枚の布に虎の形の刺繍を施し、五銭硬貨を縫いこんだ「千

人針」の説明をしてくれました。これは兵士の戦場での

幸運を祈るもので、虎の形の意味は、虎が「千里を行き、

千里を帰る」との言い伝えにあやかって兵士の生還を祈

るものであることや、五銭硬貨を縫いこむのは「五銭」

は「四銭（＝死線）」を越えるということに由来してい

るなど興味深い話をしてくれました。

次の展示を見ようと一歩を踏み出したとき、圧倒的な

迫力をもって目に飛び込んできたのは、縦２ｍ、横３ｍ

ほどもある泰明小学校の写真です。この写真は昭和１２

年１１月に撮影されたもので、銀座から１０人の方々が

徴兵されときの壮行会の様子です。中国大陸へ向けて初

めての集団出征であることから、合同の壮行会が行われ

たそうです。現在の幼稚園前校庭から職員室側をとらえ

たアングルで、朝礼台には出征兵士が立ち、その周りを

多く人々が埋め尽くしています。２階の窓には鈴なりの

子どもたちの顔も見えます。撮影者は、日本を代表する

写真家の一人である土門拳さんで、この写真を掲載して

いる写真集『銀座と戦争』では、タイトルを「学びの庭

の壮行会」としています。

知人はこの展示を見せたくて私を誘ったのです。「昭

和館」は開館して１３年ほどになり、常設展 示 の 入

れ替えも行うそうですが、この写真は開館当

時から替えていないとのことでした。出征兵士
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歴史ある泰明の校舎
校長 樋口 昇

の壮行会をとらえた写真は他にもあるのですが、多

くの人々が知っている泰明小学校の「学びの庭」か

ら兵士が出征していくそのインパクトの強さは、ほ

かの写真では表現できないそうです。

戦争の悲惨さと平和の尊さを思わずにはいられま

せんが、この写真に写っている泰明の校舎が、その

後の２５０キロ爆弾の直撃や焼夷弾による空襲など

の戦火をくぐり抜け、当時の姿そのままに、私たち

の前に現存していることに驚かずにはいられませ

ん。普段何気なく目にし触れている柱や壁、天井の

太い梁などが、８０余年もの時を経て、今なお子ど

もたちの学舎となっていることを思うと、この校舎

に敬意さえも憶えます。

こうした本校校舎の歴史的・文化的価値は、多く

の人々から認められ、東京都選定歴史的建造物等に

指定され、平凡社発行の「復興建築の東京地図」に

も掲載されています。

本校校舎は、中央区教育委員会が、現校舎の保存

・活用を図る方針を示していることから、今後も存

続し続けます。さらに、歴史的・建築的な価値を将

来に継承するため、教育委員会は、本格的な調査を

文化財保存計画協会に委託しています。

８０余年もの間、銀座の街で時代の変遷を見守っ

てきた校舎で学ぶことのできる喜びを、子どもたち、

とりわけもうすぐ泰明を巣立っていく６年生にかみ

しめてほしいものです

☆校園長相談日 ３月１３日（火）

１０：００～１４：３０



生活目標

学年のまとめをしましょう

※（ ）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 木 感謝の式（林先生） 新１年面接 学級活動（１－２）③ 身体測定

２ 金 音楽朝会 ４時間授業 謝恩会（６）学校関係者評価委員会 ひな祭りの会

３ 土 Ｐソフトボール大会

４ 日 校庭開放

５ 月 講話 委員会活動

６ 火 ＜月曜時程：掃除なし＞ 誕生会

チャレンジタイム

７ 水 ＜水曜時程＞ 保健講話 給食特別献立 りぷりんと（１・２） お別れ会 安全指導

感謝の式（石川先生） 代表委員会 Ｐ理事会

８ 木 泰明読書 お別れ給食

９ 金 ６年生を送る会 安全指導 保護者会

10 土

11 日 宇佐美学園修了式 校庭開放

12 月 講話 地域別児童会⑤ 宇佐美学園児童登校

13 火 泰明読書 校長相談日 地域巡回指導 みゆき通り清掃 園長相談日

14 水 ＜水曜時程＞ ブリリアントコンサート（金管）

15 木 泰明読書 保護者会（１～５） 学級活動（４）

学級活動（１年１組） 修了式準備

16 金 保健集会 縦割り清掃終 修了式

17 土

18 日 校庭開放

19 月 講話 日比谷公園（４）

20 火 春分の日

21 水 ＜水曜時程＞ 給食終 卒業式予行 卒業式準備 （５）

卒業式準備のため４時間授業(１・２・３・４・６)

22 木 泰明読書 卒業式 ※１～３年生：休み

４・５年生：卒業式出席

23 金 ＜水曜時程＞ 修了式 4 時間授業（全） 終業式

24 土

25 日

26 月 春季休業日始 春季休業日始

学年だよりは、泰明だよりの次の日に発行されます。
※避難訓練・緊急地震速報は、予告無しの訓練です。

４月６日（金）着任式・始業式・入学式 午前８時１５分までに登校

こ の マ ー ク は セ カ ン ド バ ッ グ 登 校 の 日 を 表 し ま す 。



土曜授業参観２月１８日（土）

今年１年間を振り返って 「命と心の授業」

生活指導主任 増渕 武 道徳主任 片桐淑子

今年１年間の子どもたちの生活の様子を振り 「少しのことで不自由な人の役に立てることを知

返ってみると、良かった点と課題として残った りました」「外で苦労している人を見たら、不自由

点があります。 な人はもちろん、他の人も助けたい。助けるという

良かった点は、まず、バスや電車でのマナー 行動に移したい」２月１８日（土）、「ＮＰＯ法人

やルールが更に守れるようになってきたことで からだとこころの発見塾」の授業後の児童の感想で

す。意識をもって乗車できる児童が増え、また、 す。

昨年に引き続き高学年の児童が低学年の児童に 中央区との協働事業では、「命の大切さや自分自

声をかける姿が見られたという声が聞かれまし 身の体と心に向き合う機会を提供し、生老病死を受

た。まだまだ改善されたわけではないので今後 け止め主体的に向き合う意識を育てる」ことをねら

も指導していきたいと思います。 いとし出前授業を行っています。

次に、あいさつもよくできるようになってき 本校では初めて、３年生の各学級で、医師堀見洋

ました。ただし、教師や友達にはできるようで 継先生による「からだが不自由ってどういうこと？」

すが、主事さん方へのあいさつは十分ではあり をテーマにした授業がありました。児童の腕と足に

ませんでした。感謝の気持ちを込めて、あいさ シーネ（ギブスのようなもの）を当て手足が動かな

つができるよう今後も指導していきます。 い状態を擬似的につくり、ベットからの寝起き、階

課題に残った点は、未使用のトイレットペー 段、転んだ時の介助の仕方や心構えなど体験を通し

パーを便器に落としたり、個室の鍵を故意にか て教えていただきました。脳卒中とはどういう状態

けて閉めたりとトイレでのいたずらがあったこ か、脳卒中後の片麻痺の方の例を聞き、病気により

とです。きれいなトイレを皆が気持よく使用で 生活が不都合になった方にどのように関わればよい

きるように今後も指導していきます。 のかを学びました。

今後も生活指導面での学校の取り組み方を検討し 「人間はみな困っている人を助けたいという気持

ていきます。来年度も引き続き保護者の皆様のご協 ちを持っています。しかし、どうやって助ければい

力をいただきながら、改善していきます。よろしく いのか「技」を知っていればすぐに行動に移せます」

お願い致します。 先生の 後の言葉が心に残りました。

薬物乱用防止教室 ６年

心を鍛えて６年生に
５年担任 志田 稔

去年の４月に高学年の仲間入りをした５年生が、
あと１ヶ月で６年生になります。この一年、高学年
としての責任を感じ、下学年の手本となるよう励ん
できました。２月になり、６年生に向けての活動も
増えてきました。

まず１つ目が、縦割り清掃です。２月は６年生が
いないことが多く、各掃除場所でリーダーになって、
掃除をしました。掃除中の指示や反省会の進行など、
今までの６年生の姿を見ているので、参考にしなが
ら取り組みました。

２つ目は、地域別班の活動です。来年度に向けて、
班長などの引き継ぎを行わなければなりません。そ
れぞれの班で集まり、話し合いで班長、副班長、書
記を決めました。これからは、自分だけではなく、
班の全員が安全に下校できるようにまとめなければ
なりません。班長でない５年生も登下校についての
目標を決めました。

学年としては４月から６年生ですが、すでに６年
生に向けての準備が始まっています。４月から 上
級生として胸を張れるように、この１ヶ月、心を鍛
えていきたいと思います。

命と心の授業 ３年



継続・・・そして新たな展開へ

養護教諭 上野弘子

保健講話や学校保健委員会は、毎年継続して行っているものです

が、今年度新たに取り組んだことを紹介します。

始めに、学校医の林先生による保健講話では「丈夫な骨と筋肉づ

くり」等、体の仕組みや働きについてお話をしていただいています。

「放射線について」

３．１１の東日本大震災による放射線量について話題になってい

た頃には、放射線とはどんなものかを学ぶことによって、人体への

影響などについて知り、自分の体を自分で守る意識を図りました。

次に、学校歯科医の石川先生による保健講話では、歯の健康を通

して、体の健康を考えていくお話をしていただいています。

「恐竜たちの歯のひみつ」

恐竜の歯についてのクイズを通して、ヒトの歯の特徴やむし歯の

こと、丈夫な歯にするためのこと等を考えることができました。

さて、今年度第２回の学校保健委員会では、保護者会とタイアッ

プさせ、全保護者の皆様の参加型である講演会を開催致しました。

講演：「子どもの心と体、そして命」

聖路加国際病院、副院長 細谷亮太先生のお話を伺い、多くのご

感想をいただきました。

◆親として子どもに教えられる事、教えなくてはならない事、沢山

の事を考えさせられました。

◆生まれてきたことの尊さ、人に対する優しい気持ち、言葉の大切

さ、お金よりも大切な物がいっぱいある事を家族で話し合い続け

ていこうと思いました。

◆命の大切さを伝えるのは簡単ではありませんが、機会あるごとに

親子で話していきたい。

次年度に向け、子どもたちの心と体、そして命を守ることを大切

にしながら、また、新たな展開も考えていきたいと思っています。

２月 ３日（金） ３年２組、３年１組が、東京の台所と言われる世界の築地市場の見学に行き

２月１０日（金） ました。日頃見ることのできない「まぐろの解体やとらふぐの口の中」を見

せてもらったり、セリや市場の中の色々なお店のことを学んだりしました。

２月１３日（月） 安全標語ポスター展を講堂で開催しました。１８日（金）の表彰式では、校

～２０（月） 長賞やＰＴＡ会長賞が発表され、表彰しました。

２月１５日（水） 体育集会で大縄大会がありました。各学級が練習を重ね、大会に挑みました。

３分でのトップは、低学年は２年２組が２４６回、中学年は４年１組が４１

７回、高学年は６年１組が５３０回という成績でした。

２月１６日（火） 中央区役所にて、中央区健康優良努力児表彰式が行われました。６年 1 組佐

藤由比さん、６年２組野中爽太郎さんが表彰されました。

２月１８日（土） 土曜授業参観が行われました。各学級１時間の道徳の他、命と心の授業（３

年）や薬物乱用防止教室（６年）等が公開されました。たくさんの保護者の

参加、ありがとうございました。

２月２０日（月） 今年度のクラブ活動の 終日、３年生が各クラブを見学しました。来年、ど

のクラブに入ろうかと、目を輝かせていました。

２月２１日（火） ６年生の租税教室を行いました。京橋税務署員の話を聞き、税の役割や租税

のしくみなどを学習しました。


