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人権教育の推進
校長 石井 卓之
２月９日（木）に東京都教育委員会の人権尊重教
育推進校の発表会を行いました。当日は、地域や保
護者の方、区内外の教員等、約３３０名の参加があ
りました。ＰＴＡの皆様には、寒い中にも関わらず
運営補助をしていただき、本当にありがとうござい
ました。
講師の東京女子体育大学の小林福太郎先生から
は、お世辞もあるとは思いますが、先生が関わった
他の小中学校の中でも、特によい研究であったとの
言葉をいただきました。
講話の最後に人権感覚を磨くためには、
「三つの
トゲ」に気を付けてほしいとのお話がありました。

２月２７日（月）の夕刻、芝浦小学校の会議室で
ハウステンボスの再生に尽力した地頭薗哲郎氏を佐
世保市から招き、教員研修を行いました。地頭薗さ
んは、ハウステンボスが軌道に乗った段階で、表舞
台を降り新しい会社を２社立ち上げようとしていま
す。常に変革を求め行動するパワーは、学ぶことが
多くあります。
この会には地頭薗さんの会社の方も出席されてい
ました。閉会後、お話を聞くと人材育成部門を担当
し、ミス・ユニバースの九州代表の育成に関わって
いるとのことでした。２０１５年に日本の代表とな
り世界大会で６位となった宮本エリアナさんが、ど
のように成長したかについて、熱く語られていまし
１ あなたのことば
た。
２ あなたのこころ
母親が日本人、父親がアフリカ系アメリカ人の
３ あなたの人をみるめ
ハーフで、小学校時代は肌の色や縮れた髪のことで
いじめを受け、トラウマを抱えていたそうです。自
「ことばのトゲ」
、これは日常の学校生活の中で何
分に自信がもてず、ミス・ユニバースへの参加もな
気なく使っている言葉に潜んでいます。自分では傷 かなか承諾してくれなかったそうです。しかし、ミ
付けるつもりがなくても、言われた相手は心を痛め ス・ユニバースが単なる外面以上に内面や自信を磨
る言葉です。あだなもその一つです。また、授業場 くことで選ばれていくことを知り、決心したとのこ
面では、教師に指名されて答えた子どもの答えに対 とです。自分を変えるチャンスにしたいと。
して、「えー…」
「違います」と大声で言えば、次か
特に、世界大会に参加する人たちは、「相手を蹴
らその子は回答することがいやになったり、答える 落として自分が選ばれよう。」とは考えていないと
ことに自信を失ったりします。また、笑うことも言 いうことでした。端から見ると、競争社会に思えま
葉ではありませんが、トゲの一つだと考えていま
すが、現実は違うというのです。参加者は皆、「ラ
す。
イバルは自分」と考えて日々努力している。人格・
６年生の学級だよりにも、
『先日、
「死ね」
「ゴミ」 品格なしでは頂点には上り詰められないそうです。
「うざい」等、あまりにも心が悲しくなるような言 また、ユニバースに選ばれる人の中には、小学校時
葉を教室でたくさん耳にしました。卒業前に、もう 代にトラウマを抱えている人が多いとも話されてい
一度普段自分が使っている言葉について、考えてほ ました。周りが考えているほど、外見にも自信を
しいと思います。
』という文章がありました。学校
もっていないそうです。
では、繰り返し各学級で指導をしていますが、ご家
人権教育は一人ひとりを大切にする教育であり、
庭でもこれらの言葉を使わないよう、話していただ
子どもたちの自信を育てる教育でもあります。今後
くことが大切です。
も引き続き取組を進め、「自分に自信がもてる児
小林先生が最後に話された言葉が心に残りまし
童」を育てていきます。
た。「人権は水と空気のごとし」

昔遊びを通して

～園児との交流～
１年担任

鮫島

卒業記念！
短なわ大会２０１７

彰子

1年生の生活科では、昔遊びに親しむことを通して、
「昔遊び名人になろう」というめあてをもって学習して
います。けん玉やこま、お手玉やおはじき等、色々な遊
びに触れ、友達と一緒に遊んだり競ったりしています。
「自分たちが学んだ遊びは誰かに伝えたい。」という
願いから、芝浦幼稚園の園児や地域の保育園の園児との
交流をすることになりました。自分たちよりも小さな友
達にどのように遊び方を教えたらいいか、教えてもうま
くできなかったときはどうすればよいか等、グループで
考えながら準備をしました。
当日は、ランドセルを背負わせてあげたり、自分たち
の机に座らせて教科書や筆箱を見せたりすることから始
まり、グループごとの遊びを体験させていました。小さ
な子どもたちの手を取
りながら一つ一つ丁寧
に教える姿は、立派な
「芝浦の子」でした。
あとひと月すれば2年
生になる子供たちを間
近に見ることができ、
頼もしく思えた時間で
した。

事務室からのお知らせ

第6学年学年主任

守屋

友紀

6年生は「卒業５大プロジェクト」に取り組んでい
ます。
①芝浦太鼓
②卒業記念短なわ大会
③感謝の会
④６年生を送る会
⑤卒業式
「胸を張って卒業」ができるように、１つ１つの
プロジェクトに全力投球です。先日の７５周年記念
集会では、伝統の芝浦太鼓を堂々と披露しました。
また、２７日（月）は短なわ大会がありました。
短なわは個人種目です。自分と向き合い、どれだけ
自分を高めることができるのかをめあてに、精一杯
練習に励みました。当日の記録は以下の通りです。
前跳び
１分間 ２５０回
姜 恒
後ろ跳び １分間 １７１回
俣野 日菜子
あや跳び １分間 １２５回
濱本 伊紗
交差跳び １分間 １２５回
長郷 湘
二重跳び３０秒間
６２回
柳澤 舜
古角 奏太
残りのプロジェクトはあと３つ。「６年生の顔」
から「卒業生の顔」に早く変身して、一人一人が笑
顔で胸を張って卒業してほしいです。

事務主事

佐藤

万喜子

事務室では、校内で必要な物品の購入や、修繕の依頼を行っています。今、皆さんがお手にさ
れている手紙の紙、これを印刷するためのトナー、児童が使う給食の白衣や清掃用具、先生方が
授業で使うチョークや教具、等、さまざまなものを購入・支出する手続きを行っています。これ
らは、港区の予算でまかなわれており、貴重な税金を有効に使うために、日々努力しています。
このほかに、学校徴収金として、給食費とＰＴＡ会費の徴収を行っています。これらは、ご存
じのとおり保護者の方にお支払いただいている費用です。お預かりしたＰＴＡ会費と給食費は、
それぞれの会計で管理し、各活動に充てられています。中でも給食費は、児童の皆さんが安心し
ておいしい給食を食べるために食材を購入する費用です。保護者の方からお預かりし、購入した
牛乳や食材の支払いに充てられています。今年度は、2月にゆうちょ銀行の自動引落しが終了
し、年度末までの２・３月分の集金を行いました（３月はこのため、ゆうちょ銀行の引落しはあ
りません）。保護者の方、納入にご協力いただきありがとうございました。
次回は5月からゆうちょ銀行の自動引落を開始し、４・５月分（２ヶ月分）を集金予定です。
来年度もよろしくお願いいたします。

７５周年集会に向けて

祝！７５周年記念集会

周年委員長

中村

隆介

2月２０日 （月 ) 芝浦小学校開校７５周年記念集会が実施されました。 全校児童による１９５６年
から １９６５年まで歌われていた旧校歌の斉唱から始まり、７５年の学校のあゆみについての全校クイ
ズ、続いてお祝いの心のこもった6年生の「芝浦太鼓」が披露されました。
また、櫻井同窓会会長から、３０年前の芝浦の街の様子や、芝浦小の児童に期待することについてお話
をいただき、門屋PTA会長からは、山ホールに設置された７５周年記念パネ
ルや校章入り連絡袋やクリアファイルなどの記念品の紹介をしていただきま
した。
今回の７５周年記念集会を通して、PTAの方々や地域の方々の温かいメッ
セージや励ましを受けた児童は、「歴史ある芝浦小を大切に思い、これから
の芝浦小をよりよくしよう。」と、気持ちを新たにすることができました。
ご協力、有難うございました。

６年生を送る会に向けて

特活主任

山内

美波

3月４日（土）に６年生を送る会が行われます。司会進行を計画委員会が務め、全校ゲーム、各学年の
出し物、６年生の出し物、全員合唱などが行われます。今年から児童数増加に伴い、校庭で行われます。
全校ゲームでは、６年生の思い出にまつわるクイズが出題され、毎年大盛り上がりです。各学年の出し
物では、６年生に感謝の気持ちを込めて歌やメッセージを送り、６年生の門出を祝います。６年生の出し
物では、下学年へエールを送ると共に、プレゼントを贈ります。また、６年生から５年生への校旗・芝浦
太鼓のはっぴ・ばちの引き継ぎも行われます。
今年は１～５年生が協力して、６年生へ贈るメダルを作成します。１年生はメッセージを書く円形の
紙、２年生は花の形の紙、３年生はリボン、４年生は「ご卒業おめでとうございます」の文字、５年生は
メッセージをそれぞれ担当します。最後に５年生が全てのパーツを組み合わせ、メダルの完成です。完成
したメダルは１年生から６年生に贈られます。６年生のみなさん、楽しみにしていてくださいね。

歌花隊活動
音楽専科 市川 留利子
芝浦小に歌花隊（歌声の花咲かせ隊♪）が、結成されて、早いもので
４年が経ちます。結成１年目の３月、芝浦ホールでの朝の１０分間コン
サートがきっかけで始まった周年記念コンサート。今年も本校体育館に
て、今月１８日（土）1時30分より開催いたします。
毎年徐々に応援していただける方が増え、今年度もたくさんの発表の
機会を与えていただきました。毎年行われている平和まつりや芝浦運河
祭りに加え、台湾の合唱団の方々や、障害のある方々との交流会等で、
大変温かな時間を過ごすことができました。今年1月には、みなとパーク
芝浦にて区政70周年事業台場を語る会のオープニング出演で、元フジテ
レビアナウンサー露木茂さんに激励のお言葉をいただき、2月には新規入
隊の3年生以上の子どもたちと府中の森芸術劇場にて都の合唱祭に出演
し、他校の素晴らしい演奏を鑑賞することができました。
今月は、歌花隊4周年記念コンサートの他にズーラシアンブラスの方々
と一緒のステージ出演が予定されています。昨年同様コンクールでの連
続入賞も励みにしながら、66名の隊員一同、今後も元気漲る活動を続け
ていきます！

クラブ紹介
バスケットボールクラブ担当

藤井

智崇

「逆サイド！」「スクリーン！」
「パス！」バスケットボールクラブで

は、大きな声でアドバイスをしながら
およそ３０名のメンバーで楽しく活動
しています。６年生を中心にバスケが
得意な児童で構成される「リーグ１」
では、３ポイントシュートを狙うな
ど、本格的なバスケが繰り広げられて
います。また、「リーグ２」では、５
年生をリーダーとして４、５年生で楽
しくバスケに取り組んでいます。基本
的な練習の後に、みんなで相談して
様々な形式で試合を行い
ます。女子２名も「リー
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グ２」で活躍しています。

３月の予定

生活指導（３月の指導）
生活指導主任

守屋

友紀

いよいよ３月になります。３月の生活目標は
「１年間のまとめをしよう」です。次の学年に
気持ちよく進学できるように、しっかりとまと
めをすることが大事です。
さて、今年度は保護者の皆様に、児童の持ち
物についてのお願いをし、様々整えていただき
ました。しっかりと学習に向かう姿が見られ、
効果を上げています。しかし、一部持ち物の乱
れも見られますので、再確認をしたく、後日お
手紙を配布いたしますので、ご確認いただき、
気持ちよく新年度のスタートが
切れるよう、改めてご協力をい
ただきたいと思います。
修了式に胸を張って参加し、
１年間の成長を自分で感じられ
る残りの日々になるよう、どう
ぞよろしくお願いいたします。

新年度に向かって
主任養護教諭 大久保 美保
だんだんと暖かくなってきました。ご家
庭のご協力のおかげで、二月に流行したイ
ンフルエンザもほとんど収束し校内の感染
症はだいぶ落ち着きました。今年度は、二
学期にマイコプラズマ肺炎の感染者が例年
以上に多くでました。
本校のような大規模校では、ほんの数人
の患者でもしっかりと予防対策をしなけれ
ば、多くの患者がでてしまいます。ここ数
年は春先にも、インフルエンザの患者がで
ています。どうぞ引き続きご家庭での健康
観察を十分に行っていただき、心も体も元
気に新年度を迎えてほしいと思います。一
年間、保健活動へのご協力ありがとうござ
ました。
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歌花隊４周年記念ｺﾝｻｰﾄ( 本校体育館にて 開場1:00 開演1:30）
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低学年音楽朝会

読み聞かせの会

お別れ交流給食
避難訓練

委員会

保護者会（低）

５時間授業
クラブ

春分の日

●

５年生：１２４名
６年生：１２１名

計

水

卒業式リハーサル⑤⑥
給食終
修了式

大掃除＜２＞

今年度中に転出予定のある方は、大至急、担任ま
でおしらせください。

今月の児童数
１年生：２０１名
２年生：１９１名
３年生：１７１名

１

９７７名

○は学年、＜＞は何時間目

電話: ０３（３４５１）４９９２
FAX: ０３（３４５１）４９４９
〒108-0023
住所 東京都港区芝浦４‐8‐18
E-mail shibaura-es@minato-tky.ed.ne.jp
ＨＰ
http://shibaura-es.minato-tky.ed.jp/

