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一人の人間として！
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篠原

敦子

早いもので、もうカレンダーが残り 1 枚になってしまいました。師走です。学校は、2 学期最後の行事、
学芸会に向けての練習と学習のまとめの時期に入っていきます。
先月の合唱発表会には、たくさんの方においでいただき、ありがとうございました。当日は、お客様を
合わせて約１２７５名の方に子供たちの歌声を聞いていただきました。たくさんの励ましのお言葉を頂戴
し、子供たちは、それが自信となり、今度は学芸会に向けて頑張っています。
さて、12 月 4 日～10 日は、人権週間です。人権とは、誰もが生まれながらにもっている、人間が人
間らしく生きていくための権利であり、人類が歴史の中で築いてきた財産です。国連は、「世界人権宣言」
された 12 月 10 日を「人権デー」と定めました。日本では、この「人権デー」を最終日とする 1 週間を
「人権週間」として様々な活動を行っています。
人権を大切にすると言うことは難しいことではありません。相手の気持ちになって考えたり、思いやりを
もって相手と接したりすることです。先日 6 年生にバレーボールの楽しさを教えてくださった東レの方も、
「パスは相手のとりやすいところへ、相手の事を考えてつなげるように出すんだよ」と教えてくださいま
した。皆がそのようにできたら、気持ちの良い生活が送れますね。楽しい高輪台小学校を目指して、日々、
子供たちも先生方も頑張っています。
ちょっといい話①
１年生の挨拶当番が１０月にありました。初めての挨拶当番に、張り切って登校し、頑張る姿が見られました。子供
たちの感想を紹介します。挨拶の言葉が溢れる学校になりそうです。挨拶当番は２巡目に入っています。
○自分が挨拶して、友達が挨拶したらいい気持ちになった。挨拶をもっと上手になりたい。
○初めてだから緊張したけど、やったら楽しかった。○挨拶を返してくれなかったら、悲しかった。
ちょっといい話②
PTA 主催の区役所探検隊に参加した児童のうち何人かが、その報
告に、校長室に来てくれました。
一番の思い出は、やはり、区長室だそうです。区長さんから名刺
をいただいたそうで、持ってきて見せてくれました。「どんな港区
にしたいですか？」と質問したら、「安全に楽しく暮らせる港区に
したい」と答えてくださったとのこと。そんな港区を実現するため
に、自分たちも頑張ろうと思ったそうです。
他にも、議会室を訪れ、ふかふかの椅子に座り嬉しかったり、環
境政策担当の方からいろいろな国の言葉でマップを作り、「仕事に
やりがいがある」という言葉に感激したりと、とても貴重な体験を
たくさんしたようです。
私たちの住んでいる港区が、さらに良い町になりますように。
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〇「港区子どもサミット」
港区教育委員会では、
「港区子どもサミット」を
開催し、港区立小中学校の代表児童・生徒が、ＳＮ
Ｓの安全な使い方を考え、話し合います。今年度は、
５年１組清水 日和さんと５年３組川島 梨聖さ
んが本校の代表児童として参加します。

泉岳寺ガイド（予備日）

全校朝会

○１２月定時退庁日は２２日（金）です。

○

授業参観・保護者会（１２３年）

1２月の目標
学校をきれいにしよう

学校保健委員会１３：５５～

生活指導部

縦割り班活動
授業参観・保護者会（４５６年）
避難訓練 キッコーマン出前授業（３年）
５時間授業

給食終

４時間授業

学校には掃除の時間がありますが、掃除を行
うことで様々な成長が期待できると考えていま
す。まずは協調性です。皆で役割分担をして協
力します。次に、段取りする力です。どうすれ
ば効率よく進めることができるかを考えること
ができます。更に、日々生活する場所がきれい
になっていると気持ちよく生活できることに気
が付くこともできます。
掃除をする意義を考えさせなが
ら日々指導をしていきたいと考え
ています。

生活科「町はっけん」 ２年生
２年担任
鈴木祐助
橘田美穂
齊藤邦男
１１月２日（火）に２年生は、
「町はっけん」の学習に行きました。高輪の町の建物やお店に行
き、たくさんの質問をしました。
○雑貨屋さんに、
「何年前からお店はありますか。」と、聞いたら「明治時代からだよ。
」と教えて
くれてすごいなと思いました。楽しく「町はっけん」ができました。
○とうふ屋さんのおじさん、おばさんたちが、一生けんめいで「すてきだな。」
と思いました。町はっけんのインタビューでいろいろな「町大好き」をふ
やして、楽しかったなぁと思いました。
ゆうびんきょくに来た人をこまらせないようにくふうをしていることや、
○サンドイッチの作り方がわかり、前よりも町でしごとをしている人たちの
ようすを知ることができとてもよかったと思いました。

合唱発表会
１１月１０日（金）１１日（土）に合唱発表会を行いました。各学年ごとに学習の成果を発揮
し、きれいな歌声を響かせることができました。保護者の皆様、地域の皆様、ご参観ありがとう
ございました。
○ぼくは、
「うたえてのひら」の手びょうしがたのしかったです。
「きぼうのバトン」では、大き
な口をあけてうたえました。みんなもいっぱいれんしゅうして、きれいなこえが出せるように
なったから、すごいなとおもいました。
○ぼくは、口を大きくあけて歌うことをがんばりました。「大切なともだち」で、手びょうしを
合わせて、みんなで心を一つにして歌うことがすきだからです。そして、「すすんでいこう」
の二回目のところが、本当にすすんでいるような気もちになるからです。
○私は、発表会の練習で色々なことを知りました。一番むずかしかったのは、
「ウィンナー」だ
ったところを「ようかん」にするところです。「ぽっこん」や「ほっぺ」はできました。みん
なの心が一つになって、詩の意味もなんとなく分かることができました。
○２日目は前日の反省を生かして気持ちをこめて一生懸命に歌いました。私達の歌を聴き、最前
列で感動して泣いている人がいました。私達の歌の想いが伝わって、とても心に温かい喜びが
あふれました。来年も感動してもらえる歌が歌いたいです。
○体育館に入ったときは人の多さに緊張しました。でも、野口先生がにこにこしながら指揮をし
てくださったので、緊張も忘れて楽しく歌えました。ソプラノとアルトのかけ合いも練習通り
にうまくできました。
○私は、小学校生活最後の合唱発表会で、６年間学
んできたことを生かして、合唱をすることができ
ました。私が一番好きなところは、
「生きてゆくす
ばらしさを」です。野口先生の授業は、とても楽
しくて、すごく分かりやすかったので、すぐにい
ろんなことが分かるようになりました。

学芸会に向けて １年生
１年担任

山田陽子

永井由利子

富塚綾美

嶋一之

１年生は学芸会で「よろしくニンジャ～遠足のまき～」をやり
ます。初めての学芸会に向けて、まずは大きな声を出すことから
取り組んでいます。舞台から体育館の端まで聞こえる声を出すこ
とは、１年生の小さな体ではとても大変なことです。また、前歯
の抜け替わる時期と重なり、正しく発音するのにも苦労していま
す。
練習では、①体のリラックス ②口の体操 ③発音の練習をし
てから、劇の練習を始めています。まずは、自分のセリフをしっ
かりと覚え、間の取り方や動きも合わせて表現できるよう、練習
を頑張っています。本番での活躍をご期待ください。

高輪支所コーナー
高輪地区の文化財とまちをきれいにしました！
１１月７日（火）の午後、
「あんしん・きれい・高輪（高輪地区生活
安全・環境美化協議会環境美化専門部会）
」による「高輪文化財周辺ク
リーンアップキャンペーン」が実施されました。
史跡や歴史的な建造物が多く立地する高輪地区では、近年、まち歩き
や海外からの観光客の姿もよく見られるようになりました。文化財は、
歴史的に貴重であると同時に「地域の顔」とも言えます。このキャンペ
ーンは、環境美化の啓発活動の一環であるとともに、住民や近隣の中学
生、高校生の手により、高輪地区に点在する文化財・史跡の周辺や沿道
を清掃することで、歴史や文化財に対する関心を高め、地域に愛着を持
つきっかけづくりを目的に実施されました。
当日は、高輪一丁目アパートを起点とし、出発前に港郷土資料館の学
芸員から高輪地区の文化財や歴史に関する解説を聞いた後に１０６名
が 3 つのコースに分かれて清掃活動を行いました。参加した生徒たち
は、沿道のごみを競うように拾うなど、活動を楽しんでいる様子でした。
高輪のまちをもっと「安心」で「きれい」にしていくための取り組みは、
これからも続きます。どなたでも参加できます。ぜひ、次の機会にご参
加ください。※活動情報は、港区ホームページでもご案内しています。

学芸員からの解説

高輪大木戸跡邸前

【訪れた主な文化財・史跡等】
「伊皿子貝塚」
「旧細川邸のシイ」
「化粧延命地蔵（三田、玉鳳寺）
」
「高輪台小学校校舎」
はなぶさいっちょう

「大石内蔵助良雄ほか十六人忠烈の跡」
「英一蝶墓（承教寺）
」
「高輪消防署二本榎出張所」
「高輪大木戸跡」
「泉岳寺」
高輪消防署二本榎出張所の日本初の国産消防車

