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読書の秋！
校

長

篠原

敦子

先月は、雨が続き、気温もぐっと下がり、一足飛びに冬になってしまったようなお天気でした。今月
は、秋らしいさわやかなお天気が続くと有り難いですね。
さて、秋と言えば「読書の秋」。今、高輪台小学校の図書室は、連日、大賑わいです。司書の先生と
RAS、教員、図書ボランティアとが協力して、「秋の図書館まつり」を開催したからです。ねらいは、
「いろいろなジャンルの本を手にとってもらい、読書の幅を広げよう。」です。低・中・高学年の発達
段階に応じたビンゴカードをいただき、ビンゴ目指して読書に取り組んでいます。ビンゴがそろうと、
図書ボランティアのお手製しおりがいただけます。また、全問クリアの人には、秘密の景品も。もちろ
ん、景品めあてでは無く、ビンゴに真剣に・夢中に取り組んでいます。
本は心を豊かにしてくれます。新しい知恵を授けてくれます。想像力もかき立てられます。最近、映
像やパソコンで情報を得ることに慣れている子供たちにとって、しっかりと読書の習慣がつくことは大
切なことです。文化の日をはさんで 10 月 27 日から 11 月 9 日までの 2 週間は読書週間です。今年の
標語は「本に恋する季節です」です。家族揃って、読書の時間をもつのはいかがでしょうか？新しいジ
ャンルの本に挑戦したり、同じ本を読んだり、紹介し合ったり・・・秋の夜長を読書で楽しみましょう。
ちょっといい話①
桂坂保育室の BC 棟園長・石川先生が運動会の下見で学校においでになりました。その折に、ぜひお伝えしたいと次
の話をしてくださいました。保育室の園庭にはネット状の塀があり、朝顔のつるをそのネットに絡めて楽しんでいたそ
うです。秋になり花も終わったので、つるを始末していたところ、近くを通った子供たちが、自ら、つるの始末を手伝
ってくれたそうです。けっこう絡まって大変だったそうですが、黙々と。その姿に、石川先生は大変嬉しかったのと、
高輪台の子供たちは素直でよい子がたくさんいると思ってくださったそうです。嬉しいですね。

ちょっといい話②

ちょっといい話③

ある先生から連絡帳を見せていただきました。

先日、上野動物園でジャイアントパンダの

「ご報告。悪いことをしていないのに、○○ちゃんと一緒に学校

赤ちゃんの名前が「シャンシャン」と決まっ

へ行く のを やめ ようと お友 達に言 われ 傷つい たと いう 出来事 があ

たことを受けて「名前おひろめ会」が開催さ

ったようです。話はひととおり聞いて仲良くできる子と遊べばいい

れました。

のでは？とアドバイスしました。納得したようです。」

命名者代表として本校の倉田栞帆さん(3 年

ステキなお母様ですね。子供の話を冷静にしっかり聞いてあげて

生)が招待 され ました 。「上 野の上 は中国 語で

いること。その上で、提案をしていること。 (子供に選ばせていま

「シャン」と呼ぶので決めました。」と、しっ

すね。)

かりインタビューに答えていました。

そして納得するまでつきあったこと。(納得するまで話し

合うことが大切です。)

頑張れ！と応援したくなりました。

担任には、学級指導で子供たちに、
「仲間はずれはいけないこと。
皆と仲良くできることが一番良いこと。」をお話ししましょうと伝
えました。

１１月の子育て茶話会は、
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全校朝会
６

月

放

〇

清掃なし下校

アカデミーあいさつ運動 10 日まで
オーストラリア海外派遣報告（６年代表）
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合唱発表会（児童鑑賞日）１０：４０～

11

土

合唱発表会（保護者鑑賞日）１０：００～
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〇合唱発表会
１１月１０日(金)、１１日(土)に合唱発表会があ
ります。１０日(金)は児童鑑賞日となります。保護
者の皆様や地域の皆様は１１日(土)に鑑賞をお願い
いたします。

体育朝会（４・５・６年）
港区研究授業（3 年３組 ５校時）

全校朝会

〇

避難訓練

就学時検診

○担任交代のお知らせ
1 年 1 組の森田 千夏先生が産休に入りました。
代わりに山田 陽子先生が担任となります。よろし
くお願いいたします。

給食あり １２：４０頃下校
花いっぱい運動（３年）

校内研究授業（５年３組 ５校時）
素話（５年）

東レﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ教室（６年）

演劇鑑賞教室 （１・２・３年 ３、４校時
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勤労感謝の日
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音楽朝会
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全校朝会
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音楽鑑賞教室（５年）
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４・５・６年 ５、６校時）
児童集会

〇オリンピック・パラリンピック教育
１１月１５日（水）
・１７日（金）のそれぞれ３・
４校時に 6 年生を対象とした東レ・バレーボール教
室を行います。
「東レアローズ」の講師をお迎えし
てのソフトバレー体験を通して、チームワークや相
手を思いやる気持ちについて学びます。保護者の参
観もできますので、ぜひご来校ください。

普通時程 3 時間授業

縦割り班活動
15

〇高松アカデミーあいさつ運動
高輪幼稚園・白金台幼稚園・白金小学校・高輪台
小学校・高松中学校の高松アカデミーでは、１１月
６日(月)から１１月１０日(金)までの期間、それぞ
れの幼稚園・小中学校であいさつ運動を実施しま
す。

地域めぐり（５年）

東レバレーボール教室（６年）

〇

〇

11 月の目標
力を合わせて仕事をしよう

土曜授業

生活指導部
社会科見学（４年）
子育て茶話会

〇
〇

〇

体育朝会（４・５・６年）
遊ぼう学ぼう高輪台
読み聞かせ

〇

子供たちは、日々たくさんの仕事に取り組
んでいます。学級では、給食当番や掃除当番、
日直などです。また、高学年になると委員会
活動の仕事も担います。
これらの仕事は、みんなが学校生活を気持
ちよく送るために大切な活動です。仕事に取
り組む中で、自分の役割に
責任をもつとともに、友
達と意見を交流したり協
力したりして物事に取り
組む力を伸ばしてほしい
と考えています。

朗読劇練習頑張っています
４年担任

４年生
田端芳恵 小林遼平 小笠原孝文

本年度も 4 年生は、元楽劇団いちょう座 座長のかめやまゆたか氏にご指導いただき、朗読劇
に取り組んでいます。本年度は「じごくのさたも うでしだい」「めっきらもっきらどおんどん」
「まんじゅう こわい」の３つを発表します。
見に来てくれるすべての方にしっかりと台詞や劇の内容を伝えられるよう、毎時間一生懸命練
習しています。
練習する中でアドバイスをしあい、いいところはもっとよくし、本番に向けてがんばりたいで
す。見ている人に楽しんでもらえるよう、役柄になりきって、いい朗読劇にしたいです。
ぼくは、「赤鬼」という大きな声で表現する、少しむずかしい役に選ばれました。この役をや
りたかった友達の分まで、責任をもって練習に取り組み、がんばっていきたいです。
僕が朗読劇の「まんじゅうこわい」でがんばりたいことは、みんなを笑わせることです。若者
役をやっていますが、笑ってもらえるよう工夫して、場の雰囲気を盛り上げたいです。

連合運動会を終えて ６年生
６年担任

清水真澄・鈴木郁

10 月 24 日（火）に夢の島競技場で連合運動会がありました。体育の授業だけでなく、朝
の自主練習にも積極的に参加し、個々の技能を伸ばしました。ご指導くださった先生方、励
ましてくれた友達、会場で大きな声援を送ってくださった保護者の方々。多くの人の支えの
おかげで、最後まで頑張りました。
ぼくは、50ｍハードル走に出場しました。
「あと２レースで自分の番だ。」となった時、す
ごく緊張しました。いざ走るとなって息を思いっきり吐いて全力で走りました。どんな結果
になっても全力で走れたので、「これが今の自分の実力なんだな。」と素直に結果を受け入れ
ることができます。何百人もいる他校の６年生を見ていると、「足が速い人はたくさんいる。
上には上がいる。
」という現実を知り、
「足の速い人よりも上にいきたい。
」と強く思いました。

ぼくは、走り幅跳びを希望しました。練習が２回あって、
それで本番になり、いい結果ではなかったけれど、頑張った
のでよかったです。そして、男子１００ｍ走では、２５レー
スで、すごく速い人ばっかりだけれど、頑張って取れたタイ
ムだったので、すごく嬉しかったです。みんなが応援してく
れたからこそのタイムだと思いました。応援でもいっぱい声
を出せたし、よく頑張ったと思いました。

～～～

地域の方々に感謝 ３年生
３年担任 大野裕介 豊福陽子 熊本温子
３年生は『花いっぱい運動』として、地域の方が準備して下さった花を桂坂の花壇に植えています。先
日は花植え作業の後、消防署の皆さんが消防活動に関するお話をしてくださったり、消防車や救急車の中
を見せてくださったりするなど、貴重な体験をさせてくださいました。
〇私は、色々体験させてもらった中で防災クイズが一番楽しかったです。消防車などの見学の時、分から
ないことを教えてくれて、消防隊員の人たちがとても優しかったです。
〇ぼくは、用意してもらった全部の種類を植えることができました。その時、桂坂を花で埋めつくしたい
なと思いました。これからもがんばっていきたいです。
〇私は、救急車や消防車に乗せてもらったのが初めてでした。防災クイズに全問正解したので、これから
ももしもの時のために気をつけようと思います。
〇ぼくは、
「花いっぱい運動」をしている時、通りかかった人に喜んでもらえる、そんな道にしたいなと
思ってやっています。消防車に乗った時は、中にトランシーバーがたくさんあって驚きました。
〇私は、花いっぱい運動でいろいろな花を植えられたので嬉しかったです。
名前の知らない花でしたが、とてもきれいでした。
〇ぼくは、花いっぱい運動で色々な花を植えました。花を植えることがあま
りないので、とても楽しかったです。消防車に乗ることができて、いい
経験でした。

高輪支所コーナー
わ

わ

輪い輪いまつり＆あっぷリング高輪フェスティバル
11 月 11 日（土）10：00～18：00、11 月 12 日（日）10：00～18：00
高輪区民センター（港区高輪１－１６－２５）
自転車シミュレーター体験 ※交通安全学習
高輪今昔物語「昭和に出会える写真展 PartⅡ」
交流自治体ブース 高輪地区ゆかりの自治体の展示ブース
地域の魅力いっぱい写真展 地域の皆さんの活気と笑顔あふれる写真を展示
あっぷリング高輪フェスティバル 高輪地区内の施設等による舞台発表や展示など
★新企画！交流自治体の産物を使った特製弁当（数量限定）を販売します。ビストロ kif-kif（２階）
バルーンショー ＠区民センター2F ひろば ①10：30～、②13：30～、③15：00～
輪い輪いまつり ※区民センター 1F ホール 区民センター利用者による舞台発表や展示など
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
その他、岩手県、福井県のアンテナショップによる物産の展示・販売や楽しいコーナーが盛りだくさ
んです。詳しくは、港区ホームページまたは区有施設等で配布しているチラシをご覧ください。
【問い合わせ】高輪区民センター 03-5421-7616

高輪地区総合支所 03-5421-7611

