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全校遠足での子供たちの素晴らしさ
校長 羽田野庸史
５月８日（金）に天候に恵まれ、全校遠足で林試の森
公園に行ってきました。全校児童が一度に電車に乗るこ
とは難しいため、行き帰りは、１・４・５・６年のグル
ープと２・３年のグループとに分かれて行動しました。
私は、１・４・５・６年生と一緒に行きましたが、子供
たちの姿に驚かされることが数多くありました。
最初に驚いたのは、学校から駅までです。５・６年生
は、１年生の手を引きました。特に６年生は、人数の関
係で両手に１年生の手を引くことになりました。それで
も、道中だけでなく、駅の構内に入って道幅が狭くなっ
ても、道の端に寄って他の歩行者の邪魔にならないよう
に上手に歩いていました。
そして、電車に乗るときも、乗り降りする人たちを先
にし、決して走ることはなく、乗った後も邪魔にならな
い所に位置していました。途中の駅で電車の中も大分窮
屈になってきました。こんなとき、「痛い、痛い」と声
を出したり、電車が揺れると「きゃ～」と騒いだりする
ことがあります。しかし、東町小の子供たちは、そんな
ことはありませんでした。５・６年生が１年生に「きつ
いけど、頑張ってね」とか、
「こっちが空いているから、
おいで」と優しく声をかけている姿には、感動しました。
現地では、12 のファミリーに分かれ、６年生のファミ
リー長が下級生の気持ちを大切にしながら、ドッジボー
ルや鬼ごっこ、ダルマさんが転んだなどを行いました。
その後、ファミリーごとにお弁当を食べましたが、お弁
当が終わって集合がかかった後、友達が拾い忘れたゴミ
を進んで拾い集めている５年生の姿にも驚きました。
帰りの電車でも、自分も疲れているだろうに、１年生
を優先的に席に座らせてあげている５・６年生の姿があ
りました。しかも、１年生が全員座れるわけではないの
で、１年生に声をかけ、座らせた方がいい子を座らせ、
座れない子には「○○ちゃんが疲れているから座らせて
あげてね」と納得できるように話かけていました。
この電車の中での子供たちの姿に、私は、東町小の先
生から「東町小の子は、電車の乗り方がとてもいいんで
すよ」という話を聞かされたことを思い出しました。し
かし、子供たちの姿は、私がこの話を聞いたときに想像
した姿をはるかに超えるものでした。そして、これはま
さに東町小のよき伝統であり、下級生の子供たちが、
５・６年生の姿に学び、自分たちが高学年になったとき
に東町小の伝統として伝えていけるようにしていくこ
とが私達教職員の使命であると感じた全校遠足でした。
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ヤゴ救出大作戦（3 年 3･4 校時）

放課後
遊び

３～６
なし

音楽朝会 歯科検診（36 年）
水泳事前内科検診（該当者）

４～６

水道キャラバン（4 年 5･6 校時）

３～６

地域集会

なし

委員会 5 年ﾓｱﾚ検診（側わん症）

４～６

保護者会（6 年）

３～６

4 時間授業

なし

よい歯の集会

安全教室（1 年）

尿検査３次（区役所）

４～６

体力測定（1～3 校時）

２～６

水泳始 プール開き

４～６

体力測定（欠席児童対象、中休み）

３～６

避難訓練
児童集会

なし
地域清掃（34 年）

4 時間授業（1～5 年）

韓国教員研修団訪問

研究授業（6 年 5 校時）

日本文化②

４～６
なし
なし

クラブ③

４～６
３～６

学校公開 ＥＳＣ保護者会（３校時）
体育朝会 学校公開 学校説明会（昼休み）

25 木 セーフティ教室
26 金 4 時間授業
27 土
28 日
29 月
30 火 定期健康診断終

なし
４～６
なし

４～６
３～６

６月の生活目標
生活指導主任 三根 博喜

学校で出会った人たちに
気持ちのよいあいさつをしましょう。
学校にいらしたお客様にも、元気よくあいさつや会釈がで
きるように心がけましょう。

ありがとうございました！

今年度、退職・異動された先生方から
お言葉をいただきました。

100 周年行事を保護者・地域の皆様方のご協力の
もと、無事に終えることができたこと。
「国際学級校」
として注目を浴びるようになり、児童数が増えてき
たこと。など、うれしいことがいろいろと思い出さ
れます。
これからの東町小のますますの発展を陰ながら応
援していきたいと思っております。
3 年間、いろいろとお世話になりました。ありが
とうございました。皆様方のご支援・ご協力に感謝
申し上げます。

前副校長

東町小学校保護者・地域、関係者の皆様、お世
話になりました。
教職生活の中で一番充実した年月を過ごさせて
頂き、幸せなことと、感謝申し上げます。有難う
ございました。４月ミラノ日本人学校長として着
任致しました。東町小での経験が大いに役立って
おります。港区立東町小に在職させて頂きました
こと、深く感謝申し上げます。
東町小の発展をお祈り申し上げます。
前校長
篠崎 厚子

Higashimachi is such a special place.

Zouressha to We Are One, I had fun working
with all of the students from all over the world
and often found myself becoming a student and
learning about all of the different cultures and
experiences of my students. I hope to visit the
school and see everyone's smiling faces.
EST

青木 信孝

図工科より

From

テラオ トリシャ

水泳指導について

図工専科

小林 未来

5 月 7 日、東町小学校の校庭に大きな大きなは
しご車がやってきました。今日は消防写生会。1

体育主任

上遠野 美由紀

「プール プール♪ぼくらの プール♪」
暑い日々が続いています。いよいよ１５日（月）

年生が目を輝かせて、真っ赤なはしご車を見つめ

から子供たちが待ちに待った水泳の学習が始まり

ています。赤いクレヨンで、「こうかなあ？」
。黒

ます。今年は１～４年生は各学年で、５・６年生

いクレヨンで「タイヤが描けたぞ」
。

は合同で学習します。

夏を思わせる日差しの中、汗をかきかき、画用
紙とはしご車とのにらめっこです。みんなの顔は
真剣そのもの。しかし、その顔も、
「できた！」の

低学年は着替えるだけで一苦労です。ぜひご家
庭でも着替えの練習をしてください。
低学年の目標は遊びを通して水に慣れ、浮いた
りもぐったりすること。高学年はリラックスして

声でパッと笑顔に変わります。
最後にみんなで、麻布消防署の方々に「ありが
とうございました！！」
。 もしかしたら、この経

長い距離を泳ぐことです。自分で目標を決めて取
り組めるようにしたいと思います。

験から、将来は

どの子もプールは大好きです。日常の重力から

消防士さんにな

解放され、水の心地よい浮力の中で楽しく遊び、

りたい！なんて

泳ぐことができるよう、安全に指導していきます。

思った 1 年生

また、６年生は２学期に東町小の代表として、

も、いるかもし

水泳記録会に参加します。近隣の学校と集い、学

れませんね。

習の成果を発揮します。記録会を目指してがんば
ってほしいです。

