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あけまして おめでとう ございます
校長

篠原

敦子

今年の年始めは晴天に恵まれ、穏やかな３が日でした。皆様にはお健やかに初春をお迎え
のこととお慶び申し上げます。学校は年度で変わりますので、最後の学期、３学期を迎える
ことになります。しかし、新しい気分が感じられるのは 、やはり、新年のおかげでしょうか。
新たな目標を立てて 、「今年も頑張ろう」と皆、思いを新たにしていることでしょう。今年
は『酉年 』、大きく羽ばたく年にしたいものです。
さて、お正月といえば 、『箱根駅伝』が今年も行われました。学区の第１京浜を走る映像
に、一度はここで私も応援したいと思いつつ、毎年テレビで応援しているのですが、今年も
ステキなドラマが繰り広げられました。
３連覇を達成した青山学院大学は、圧巻の強さでした。キャプテンの安藤選手は 、「練習
量はどこにも負けない自信があるから焦らない 。」と話していましたが、この日に向けての
努力は大変なものだったと思います。そして、努力してきたからこその自信だったのだと思
います。ﾖｰｺ・ｾﾞｯﾀｰﾗﾝﾄﾞさんも、講演の中で話してくださいました 。「毎日ちゃんとやるこ
とが、信用・信頼につながるのだ」と。
そして 、今年は「 チームの力」を感じた大会でもありました。一人で走るマラソンと違い、
駅伝は自分だけの力で成果がでるものではありません。一人の失速が、全体の順位に大きく
影響したり、たすきを繋げることができなかったり。その走りにかかるプレッシャーは相当
なものだと思います。しかし、仲間がいるから頑張れることもあります。一人の失速を皆で
カバーしたり、周りの選手の応援に力をもらったり。
今年も、高輪台小学校は 、「チーム高輪台」として、全教職員が団結し、子供たちの健や
かな成長のために頑張ります。ご支援をよろしくお願いいたします。
＊＊＊ちょっとビックリした話＊＊＊
昨年のこと、１２月のとある月曜日の朝、１年生の先
生が「大変です」と校務センターに駆け込んできました。
それは、１年生が大切に植えたチューリップの球根がす
べて掘り返されていたからです。それも見事に一つ残ら
ず・・・どうやらカラスの仕業だったようですが、こん
な事ははじめてでしたので、驚きました。登校してきた
子供たちは、せっかく植えたのにとちょっと残念そうで
した。
そして、もう一度新しい球根を植え直しました。そば
の木には、次のような張り紙が掛かっていました。
『主事
さんへ、これはごみではありません。とらないでくださ
い。』そして、近くには黄色いものが入った袋がつるされ
ていました。黄色いものがあるとカラスが寄ってこない
という話を聞いた１年生がつるしたそうです。 今度は
大丈夫！！！

子 育 て 茶 話 会
1 月 26 日 （ 木 ）
9:30 ～ 10:15
校長室にて
※お待ちしております。
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冬季休業日終わり
成人の日
始業式 給食始まり 普通時程
席書会（５年） ４時間授業
席書会（１・２・３・４年）
計測・保健指導（６年）
安全指導 席書会（６年）
計測・保健指導（５年）
食育出前授業（３年）
避難訓練 計測・保健指導（４年） ○
遊び場開放

金
土
日
月 全校朝会 計測・保健指導（３年）
書き初め展始まり
火 委員会活動
水 体育朝会 計測・保健指導（２年）
花いっぱい運動（３年）
プラネタリウム出前授業（４年）
木
金 縦割り班活動 ４時間授業
計測・保健指導（１年）
土 遊び場開放
日
月 全校朝会
火 クラブ活動
水 ユニセフ集会 研究授業（３年２組）
３年２組のみ５時間授業
木 読み聞かせ 子育て茶話会
ユニセフ募金（３０日まで）
金 児童集会 書き初め展終わり
素話（２年）
東海大高輪台高校 実験教室（６年）
土 遊び場開放
日
月 全校朝会
火 委員会活動
自然教育園見学（４年）

〇書き初め展
１月１６日（月）から１月２７日（金）
に校内書き初め展を行います。冬休みに各
ご家庭でも練習に励んでいたことと思いま
す。その成果を１６日からの席書会で発揮
してくれることと思います。お子様の作品
と併せて、他の学級や学年の作品もぜひご
覧ください。
〇児童の安全確保のために
児童の安全を確保するために以下のこと
をもう一度ご確認お願いします。
①登下校は、決められた通学路を通る。
②遅刻・欠席の際は、連絡帳もしくは
ＦＡＸで担任へ知らせる。
③遅刻の際は、原則保護者の方が児童を教
室まで連れ、担任へ引き渡す。早退の際
も同様に担任（もしくは養護教諭等）か
ら引き取る。

○
○

○

～ １月の目標 ～

礼儀正しく生活しよう
○
○

○
○

○

生活指導部 小林 遼平
新しい年を迎え 、「新年あけましておめで
とうございます 」「今年もどうぞよろしくお
願いします」などと、心改まった気持ちであ
いさつをかわしたことでしょう。
学校では、年間を通してあいさつ運動を行
うなど、進んで気持ちのよいあいさつができ
るように取り組んでいます。あいさつ一つで
もその場に応じた言葉遣いや作法ができるこ
と、また心をこめて行うことが大切です。
「親
しきなかにも礼儀あり」と
よく言いますが、目上の人
だけではなく、友達との間
でも一人一人の存在を認
め、大切にする言動が広が
っていくことを願っていま
す。

６年 日光移動教室

６年担任 須田 美和子・大野 裕介

１１月３０日から１２月２日までの２泊３日、６年生は日光移動教室に行ってきました。行くま
では寒さが心配でしたが、この季節にしては暖かく、お天気に恵まれた３日間になりました。
足尾銅山や日光東照宮では歴史に触れ、奥日光の湯滝や華厳の滝では自然に触れ、日光彫り体験
では伝統に触れ…たくさんの貴重な体験をすることができました。
宿舎では、高輪台小学校の友達だけでなく、同じ日程で宿泊していた南山小学校のみなさんとも
交流を深め、楽しい時間を過ごしてきました。思い出に残る３日間になりました。

○ぼくは、日光移動教室に行って、人と協力し
て生活することの大切さを学びました。グル
ープの人と協力できてよかったです。南山小
学校の人たちとも少しでも話せてよかったで
す。いろいろな場所に行って、日光のことに
詳しくなれてよかったです。
○日光に行って、都会では味わえない自然の美
しさを味わうことができました。南山小学校
との交流も楽しかったです。３日間、高輪台
小学校の６年生みんなで協力し合って過ごす
ことができました。

６年 泉岳寺ガイド

○日光移動教室では、いろいろな友達とグルー
プが一緒になって、もっと仲が深まったと思
います。レクリエーションの「思い出タイム」
で自分の思い出が話せたのでよかったです。
○日光東照宮の大きさに驚いた。太陽が金をか
がやかせていて美しいと思った。白い所は貝
がらを粉にして白くしていた。そのためには
相当な時間や人が必要だと思い、日光東照宮
がどれだけの時間と人を使って造られたもの
なのかが分かったような気がした。

６年担任 須田 美和子・大野 裕介

赤穂義士ゆかりの泉岳寺。６年生は毎年、泉岳寺に参拝にいら
っしゃる方に、赤穂義士についてのガイドを行っています。課題
を設定し、それについて調べたり、調べたことを分かりやすく伝
えるための工夫をしたり…題材が難しく、大変な面もありますが、
当日はたくさんの方に発表を聞いていただくことができました。
○お客さんに分かりやすいように説明しました。吉良邸の屋敷図
を９９枚印刷して配ったら、最後にはなんと２枚しか残りませ
んでした。お客さんは、ぼくらが一生懸命がんばっていたのが
伝わったのか、ほめてくれました。外国の方にもほめられまし
た。
○僕たちが調べた「大石主税がなぜ先に江戸に行ったのか」については、忠臣蔵のファンでも初め
て知ったという人がいました。ファンの人に、新しいことを知ってもらったことは、とてもうれ
しかったです。
○ガイドのときにお客さんが「とても分かりやすくてよかったよ。」と言ってくれてうれしかった
です。お客さんが「このガイドのために、いろいろ準備してがんばったんだろうね。これから成
長していっても準備が大切ということを忘れないでね。
」と言われて、その通りだと思いました。
○はじめはしっかりできるのかなと不安だったけど、模造紙に調べたことを書いたり、刀などを作
ったりしていくうちに、不安もなくなっていき、本番は堂々と発表できたのでよかったです。ま
た、一般の方や５年生が感想や質問をしてくれてとてもうれしかったです。

ユニセフ募金

特別活動部 清水 真澄

今年度も、後期運営委員会の児童を中心に、ユニセフ募金への協力を呼びかけます。
１１月の委員会活動で、運営委員会の児童はユニセフハウスに見学に行きました。
「生活」
「教育」
「環境」の３つのテーマに分かれて、ユニセフへの理解を深めました。短い時間でしたが、熱心に
説明を聞いたり、展示物を見たりしながら学習し、充実した時間となりました。
その後の委員会活動では、ユニセフの活動や途上国の子供たちの暮らしについて調べ学習をしま
した。現在、１月のユニセフ集会に向けて、発表の準備を進めています。
１月２５日（水）のユニセフ集会では、学習したことをまとめ、募金によってできることを発表
します。一人一人の児童が、「自分ができることは何か」を考えるきっかけとなればと思います。
そして、児童が自分の意志で参加できることを願っています。
ご協力よろしくお願いいたします。
・・・ユニセフ募金・・・
・２７日（金）
・３０日（月）
日時：１月２６日（木）
時間：８時１５分～２５分
場所：プロムナード

席書会・書き初め展

国語部

田端 芳恵

日本の伝統行事である書き初めは、正月２日の仕事始めのしきたりに習い、年が明けて初めて習
字を書くことから始まりました。そのとき書いた書き初めを、１１日のドンド焼きの火で焼いて、
紙が高く燃え上がると字が上達すると言われています。冬休みの課題として、各学年とも手本と用
紙を持ち帰りました。それぞれのご家庭において、子供たちは自分のめあてをもって「書き初め」
に取り組んでいたことと思います。
高輪台小学校では、１月１０日（火）～１２日（木）に席書会を行います。年が明けて、気持ち
も新たに「書」に向かいます。心を落ち着けてよい字が書けるように、集中して頑張ることで、よ
い１年のスタートを切りたいと思っています。
１月１６日（月）から２７日（金）まで、校内書き初め展を行います。場所は１・２年生は教室
前の掲示板、３年生から６年生の作品は、ワークスペースや廊下に掲示します。ぜひご来校の際に
ご覧ください。

高輪地区総合支所コーナー
ちびっこパワーが高輪のまちをきれいにしました！！
～たかなわピカッ☆と大作戦～
高輪地区の白金台児童館、豊岡児童館、高輪子ども中高生プラザ、三光学童クラブ、放課ＧＯ→し
ろかねのおか、放課ＧＯ→しろかね の計6施設からの児童と施設職員、
地域の皆さん、あんしん・きれい・たかなわ（高輪地区生活安全・環境
美化協議会）の環境美化専門部会役員の方々が協力して、年末の高輪の
まちをきれいにする活動、その名も『たかなわピカッ☆と大作戦』が、
去る12月７日（水）に行われました。
各館を出発した「たかなわピカッ☆と隊」は、ごみ袋や清掃用具を手
に、主に歩道や植込みなどに捨てられているごみを拾いながら旧三光小
学校までの道のりの清掃を行いました。旧三光小学校到着後、拾ったご
みで膨らんだ袋を誇らしげに掲げて見せる児童の表情が輝いていまし
た。ゴールとなった旧三光小学校では、拾った「ごみ」の分別や「ご
みの分別クイズ」などを楽しみました。高輪地区内各地では、学校の
児童・生徒による清掃活動や、地域の皆さんによる環境美化活動が盛
んに行われています。こうした活動を見かけたときは、ぜひ「ご苦労
さま！」と声を掛けてください。そして、機会を見て参加してみてく
ださい。
（問合せ：高輪地区総合支所協働推進課協働推進係）

