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新年を迎えて

校長 野村 正司
校長
野村 正司

新しい年がスタートしました。見るもの、聞くもの、触れるものがなんとなく新しく、気分を一新させら
れる新年です。昨日見た朝日と今朝の朝日は特に変わりはないのに「初日」と呼び、日の出を見ることを「拝
む」といいます。新しい年への期待も含めて、わくわくする「日本のお正月」です。日本では青空の中、車
の騒音から解放されることもあり、
「静かで穏やか」な新年の様子もイメージされます。

『

一年の計は元旦にあり

』年頭を期して子供たちはどのような今年の誓いをたてたのでしょうか。

さて、12 月 9 日に PTA 主催の行事「フェスタ笄」が行われました。今年度は、秋にではなく冬の実施
であったこと、校庭が人工芝に替わり飲食ができなくなる、等の大きな変更がありました。しかしながら実
施時期や会場の変更にも関わらず、参加人数は例年同様に千人近くになり、楽しいひと時を過ごすことがで
きました。「大成功！」だったと思います。校長として傍で見ていて、大成功の原因や感心したこと・気付
いたことを述べさせてもらいます。
●新アトラクションとして、3 年生の草刈さんの提案した「野菜はんこうバッグ」や放課 GO スタッフによ
る「おばけ屋敷」
、PTA による「とん汁」や「お菓子のつかみ取り」等々、内容が工夫されていた。
●インフルエンザでお休みされた役員さんの代わりに、旧役員等の方々（三浦前会長さんも含め）がお手伝
いをしてくださった。さらに PTA 役員さんは、当日夜になるまで片付けに徹し、最後は笄公園のゴミ拾
いまでしてくださった（正門を出る頃には 7 時近くになっていました）。
●何よりも『子供の喜ぶ顔を見たい』という PTA の方々の心意気、チームワークが感じられた。てきぱき
と仕事を手伝う子供・保護者サポーター（ボランティア）やお父さん方の協力も素敵だった。
PTA 以外にも、例年参加・お手伝いしてくださっている高陵地区委員会、放課 GO→クラブこうがい、
麻布中高生プラザの皆様方に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
さて、今年の干支は犬。犬年（戌年）です。
・犬も歩けば棒に当たる等、犬の登場することわざ・故事
成語や慣用句は多くあります。
「忠犬ハチ公」や「南極物語」のように、誠実で最後まで人に仕える動物と
しても名が知られています。その忠実さからいろいろな場面で人と関わり、人の役に立つことが数多くあり
ます。盲導犬、警察犬、麻薬捜査犬、救助犬、そしてセラピー犬として活躍している犬もいます。私たちも
犬年にちなみ、ワンダフルな一年にしたいものです。また、一歩（ワンステップ）ずつ大切にして歩んでい
きたいと思います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
生活目標
◆礼儀正しくしよう
安全目標
◆寒い日の服装・持ち物を工夫し
安全に歩こう

生活指導部
新しい 1 年がスタートしました。あいさつ・言葉遣い・遅
刻をしないなど、人としての振る舞いや、校帽をかぶる・名札
をつけるなど学校のきまりについて、心新たに取り組んでほし
いと思います。転倒防止や本校児童の確認のため、ポケットに
手を入れることなく手袋をする・校帽をかぶる、についてもご
家庭でご確認ください。

小原先生の特別授業
国語部 大内 桃子
本校では、小原乃梨子先生に国語の特別授業を開

子どもサミット（港区・高陵アカデミー）
代表委員担当 松本 翔里
１２月４日（月）に港区子どもサミットが開催され

いていただいています。今年はピアニストの宮本一

ました。港区の各小・中学校から代表児童が集まり、

先生を迎え、１１０周年記念の朗読会を行いまし

「ＳＮＳによるいじめをどう防ぐか～ＳＮＳ学校ル

た。「じゅげむ」をトルコ行進曲に合わせて歌った

ール・ＳＮＳ家庭ルールを通して～」をテーマに話し

り、お口の体操をしたり、リズムに乗って楽しく参

合いを行いました。今年度、笄小学校からは、代表委

加しました。

員会の６年１組の谷山風花さん、６年２組の飯塚澄五

低学年では、
「お手紙」や「イソップ童話」など、 さんが出席しました。二人とも学校の代表に相応し
身近にあるお話を聞いて、普段味わうことのできな く、積極的な態度でたくさんの意見を出していまし
い物語の面白さを感じることができました。

た。

高学年では、
「よだかの星」を朗読していただき、
情景や気持ちをイメージすることができました。気
持ちを伝えることの大切さを感じる朗読会になり
ました。
１２月１３日（水）には、高陵中学校で高陵アカデミ
ー子どもサミットが行われ、笄小学校からは代表委員
会の児童が出席しました。今年度の取り組みの紹介
と、来年度行っていきたい取り組みについて話し合い
ました。高陵中学校と合同で行った、広尾駅前での募
金活動など、継続して行っている活動も増えているこ
とを確かめ合いました。さらに、アカデミーとして協
力してできる活動について話し合うことで、来年度に
つなげることができました。今回の話し合いでは、自
分たちの考えや意見を大勢の前で発表するという貴
重な経験をしました。この経験をクラスや学年だけで
なく、学校全体のなかで代表委員会の児童が生かして
いってほしいと思っています。

朗読会の様子

♪さわやかタイム♪

１年生 活動紹介
１年担任 山﨑 萌美

音楽専科 上原 美樹

生活科の活動では、様々な体験活動を行って

毎月１回、水曜日の朝に「さわやかタイム」という

います。
「春さがし」
「アサガオの観察」
「アサ

音楽朝会を行っています。１年生から６年生までが全

ガオのつるを使ったリース作り」
「未来の笄小学校」

員で“今月の歌”や“行事の歌”などを歌っています。

「秋さがし」など季節や行事に関連した様々な活動で

今年度は学芸会があり、１０月には学芸会全員合唱の

す。子供たちは、いつも興味をもって取り組んでいま

曲である「心から心へ」をみんなで歌いました。この

す。

曲は６年生の劇の中でも歌われ、実際の劇でも全校の

１２月５日（火）１年生全員で、有栖川宮公園に落

みんなで歌い、劇を盛り上げることができました。又

ち葉拾いに行きました。もみじやいちょうなどの落ち

今年度は笄小学校開校１１０周年という記念すべき

葉を夢中になって拾っている姿はとても可愛らしく

年であり、様々な取り組みが行われました。その一つ

見えました。色や形にこだわりながら、それぞれの

である記念集会では、「明日への扉開こう」が全員合

子供たちは思い思いに秋を親しみました。

唱曲に選ばれ、１１月のさわやかタイムで練習しまし

後日、時間をとって、子供たちが拾ってきた葉やど
んぐりを使って素敵な作品を作りました。
落ち葉を体に
見立てて作ったり、

た。１００周年の記念で作られた曲を毎年歌い継いで
きたことはとても素晴らしいことだと思います。どの
学年の子供たちもこの曲が大好きで、１年生も覚えて
歌えるようになりました。

色を見ながら置き

普段の授業では、クラスの友達の歌声しか聴くこと

場所を考えて作っ

ができませんが、さわやかタイムの時間は、他の学年

たりと、楽しく活

の人たちの歌声を聴く

動している姿が印

ことができるよい機会

象的でした。

でもあります。下学年

このような活動

の子供たちは上級生の

を通して「秋」に

歌声の響きを心で感じ

ふれ親しむことが

取り、上級生のように

できました。

歌いたいという憧れをもちます。逆に高学年の子供た
ちは下級生ののびのびとした歌い方からパワーをも
らうこともあるのです。これからも全校のみんなで歌
える曲を増やしていきたいと思います。
他にも体を動かしながらわらべ歌（「あんたがたど
こさ」）を歌ったり、リズム楽器の伴奏で「三時のお
やつゲーム」といった音楽遊びを行ったりしました。
その時には子供たちが舞台に上がり、伴奏をしたりお
手本になったりし
てもらうこともあ
りました。これから

３学期は「むかし あそび」に取り組みます。生活科

もいろいろな企画

を通して、多くの経験を積んでいけるようにたくさん

をしていきたいと

の活動に取り組んでいきます。

思います。

１月の行事予定

なかよし班活動

このなかよし班は、１年生から６年生までが２８の

8

曜日
月
火
水
木
金
土
日
月

グループに分かれて活動をしています。
「なかよしタ

9

火

B 時程,始業式,大掃除,給食始

イム」という時間に一緒に遊んだり、給食を食べたり

10

水

安全指導,午前授業

します。

11

木

書き初め会①, 発育測定（6 年）

12

金

びの場となります。特に、上級生は下級生へ優しく接

13

土

することの大切さを学び、下級生は上級生の話をしっ

14

日

15

月

動は尐ないですが、ただ一緒に楽しく遊ぶだけでな

16

火

く、どの学年の児童も、発達段階に合わせた自分たち

17

水

のびのびタイム,発育測定（1 年）

の役割を果たせるようになってきました。

18

木

マラソンタイム(２・４・６年),発育測定(2 年)

19

金

20

土

21

日

22

月

全校朝会,アカデミー書き初め展始

23

火

マラソンタイム(1・3・5 年)

24

水

このグループはだるまさ

25

木

マラソンタイム(２・４・６年)

んが転んだ。動かないよ

26

金

全国・東京都・港区研究奨励校発表会

うに気を付けて、６年生

27

土

高陵地区新春もちつき大会

にタッチできるかな？

28

日

29

月

全校朝会,避難訓練（二次避難）予備日

室内遊びの定番なんでも

30

火

聖心女子大学１日体験,マラソンタイム(1・3・5 年)

バスケット！席がとられ

31

水

書き初め展終

特別活動部

井上 智子

平成２５年度からスタートしたなかよし班。全校児
童の中にもなかよし班の活動が尐しずつ根付いてき
ているように感じています。

学級や学年の枠を越え、異学年の友達と協力して活
動することは、普段の授業では決して経験できない学

日
1
2
3
4
5
6
7

かりと聞くことの大切さを学んでいます、また、毎年
上級生が発揮するリーダーシップに憧れている下級
生も多いです。今年度は行事の関係から例年よりも活

これからも学年を越えて協力したり助け合ったり
しながら、たくさんの事を学んでほしいです。
６年生が活動の説
明をしてから、み
んなで遊びます。

ないように、急いで動き
ます！

行

事 ・ 予 定

元日

冬季休業日(終)

書き初め会②, 発育測定（5 年）,港区サントリ
ーホール Enjoy Music プロジェクト（4 年）

全校朝会, 発育測定（４年）,委員会活動
（６校時,5・6 年）
書き初め展(～1/31), 発育測定（３年）ク

ラブ活動（６校時,4・5・6 年）

クラスタイム,避難訓練（二次避難）
日本語学級グループ活動
土曜授業日

＊10 日(水)は区の研究会のため午前授業です。
＊26 日(金)は研究発表会のため午前授業です。

