
“明治から光り続けるわが母校” 
校長  小 西 祐 一    

 創立 145 周年にちなんで、様々な行事が行われていますが、先日は、「創立 145 周年記念児童集会」が行

われました。 
 はじめに、1 年生から６年生まで全員でつくっ

た飾りをお披露目しました。除幕式には、台東区

のキャラクターである「たいとうくん」が登場

し、おおいに盛り上がりました。また、子供たち

から募集した創立 145 周年のスローガンについ

て、代表に選ばれた作品を発表しました。前回の

根岸だよりで紹介しましたが、学級ごとに子供た

ちは一生懸命考え素晴らしいスローガンがたくさん作られました。その中で、選ばれた作品は、4 年 2 組の

皆さんが作った「明治から光り続けるわが母校」でした。 
 その後、縦割り班に分かれてオリエンテーリングの始まりです。校内の

各場所で出されるクイズに答えながらチェックポイントを回りました。ク

イズの内容は、「根岸小学校で歌い継がれている『根岸の光』は、創立何

周年のときに作られたか。」など、根岸小学校の歴史や地域に関わるもの

ばかりで、一生懸命考えながら、根岸小学校 145 年の歴史に思いをはせな

がら楽しく過ごすことができました。 
  

活躍する６年生 ～連合運動会、全校遠足など～ 
 最高学年である６年生は、周囲の期待も大きく様々な役割と責任を担い学校生活を送っています。 
 先日行われた連合運動会では、自分自身が設定しためあてに向かって、朝練習など一生懸命に取り組んで

きました。その結果、多くの子供が入選を果たすとともに、自己ベストを記録した子も多くいました。ま

た、取り組み後の感想の中で、指導してもらった先生方やお世話してくれた家族に対する感謝を表す言葉が

多く寄せられていたことも印象的でした。 
 また、連合運動会の 2 日後、雨で延期になっていた全校遠足が行われました。6 年生の子供たちは、1 年

生の手をひき優しく接するとともに、周囲の人に迷惑がかからな

いように、電車の中でのマナーや道の歩き方などを教えてあげる

場面が見られました。舎人公園では、先生たちの手を煩わせるこ

となく、下級生をまとめ、楽しいひと時を過ごしていました。 
 １１月２日（金）の根岸小学校創立１４５周年記念式典では、

全校を代表して 6 年生が出席し、呼びかけと歌を披露します。立

派な姿を見せてくれることと期待しています。 
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がんばった！連合運動会！(6 年) 

【男子５０ｍ走】 
第 1 位  Ｔ．Ｙ      ７．２秒 
第９位  Ｙ．Ｋ      ７．７秒 
【女子５０ｍ走】 
第 4 位  Ｎ．Ｏ      ８．０秒 
第８位  Ｔ．Ｔ      ８．２秒 
第１０位 Ｍ．Ｓ      ８．３秒 
第１０位 Ｙ．Ｗ      ８．３秒 
第１０位 Ｈ．Ｓ      ８．３秒 
【女子１００ｍ走】 
第４位  Ｍ．Ｋ     １４．８秒 
【女子５０ｍハードル走】 
第３位  Ｍ．Ｔ      ８．９秒 
【男子１０００ｍ走】 
第４位  Ｋ．Ｔ    ３分２８秒５ 
第５位  Ｓ．Ｓ    ３分２８秒８ 
【女子８００ｍ走】 
第１位  Ａ．Ｋ    ２分４１秒０ 
【男子走り高跳び】 
第５位  Ａ．Ｋ     １２０ｃｍ 
【男子４００ｍリレー】 
第４位  Ｔ．Ｙ  Ｓ．Ｓ 

Ｙ．Ｋ  Ｙ．Ｏ 
         ５８秒４ 

『後悔をバネに』           6 年 2 組 
 時間を巻きもどしたい。これほどまでに深く後悔し

たことは片手でも数えるくらいしかないだろう。たっ

た一瞬のできごとだった。 
 私がリレーの補欠に選ばれた時の思いは悔しいとい

うものだったが、補欠としてできることは一生懸命や

ろうとも思った。そして、事態は前日に起きた。リレ

ー選手の一人がけがをしてしまったのだ。その後、私

が代わりに出場することが決まった。当日、とうとう

「たった一瞬のできごと」が起きるときになってしま

った。バランスをくずし転んだ時、うずくまるという

考えはなく、立ち上がって走ったがゴールしたときこ

みあげてきたのは後悔。傷も余計に痛んだ気がした。

自席にもどってなにより心に響いたのは「がんばった

ね」と言われることだった。 
翌日である今、思うことはこの後悔をバネに未来の

目標に向かって進むことだ。 

２年生スクールバス 成田ゆめ牧場 

 なり田ゆめぼく場で、いもほりをしました。 
 いもほりがはじまって、さいしょはすぐにほれる
かなと思っていたけれど、いがいといもが長かった
です。とくに、ねっこがすごくすごく長くてびっく
りしました。 
 一つのくきから５、６このいもがとれるとは思い
ませんでした。 
 一つのいものねっこが、もう一つのいものねっこ
とくっついていて、おどろきました。 
 いもの形はいろいろな形でした。かおりをかいで
みると、すごくいいにおいがしました。 
 いい思い出になりました。 
                  ２年３組  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 私は、小学校生活最後の全校遠足で素敵な思い
出をつくることができました。自分はこれまでは
オリエンテーリングのキーワードを集めたことが
なかったので、今年こそは集めたいと思っていま
した。しかし、班のみんなは途中で遊びたいと言
ってなかなか言うことを聞いてくれませんでし
た。私はそこで大切なことを忘れていました。自
分がキーワードを全て集めて一人で喜んでいるよ
りみんなでたくさん遊んで喜んでいる方が自分も
班のみんなも楽しいということを。今までの班長
も班のみんなを優先させてみんなの顔を見ていた
のかなと思いました。私は、キーワードは全て集
められなかったけど、班のみんなの最高の笑顔が
とびっきり素敵な思い出になりました。 

６年１組 

待ちにまった全校遠足！ 

10 月 18 日（木）舎人公園に行ってきました！ 

 私は、全校遠足の日を楽しみにしていました。
予報では昼から雨だったので、少し心配でしたが、
当日は太陽が出たので安心しました。 
 遠足で１番の思い出はオリエンテーリングで
す。なぜなら、班の心が１つに揃っていたからで
す。２番目の思い出はソリを１、６年生と滑った
ことです。とても速くて楽しかったです。 
 最後に、遠足で学んだことは、班での協力と自
然の美しさです。なぜなら、一つのことにみんな
で真剣に取り組むっていいなと思ったからです。
また、草がたくさんあり、空気がおいしく、こち
らでは発見できない虫もいたからです。全校遠足
でたくさん学べたので、来年も新しい発見をした
いです。             ３年３組  

○１～６ねんせいまで、しかもでん車で、ミッシ
ョンラリーまでできて、ひるのあそびじかんに
はゲームもやって・・・なんてしあわせな一日
だとおもいました。        １－１ 

○そりのスピードがどんどんはやくなって、スリ
ルまんてん、とてもおもしろかったです。はん
ちょうさんが、やさしく手をつないでくれて、
うれしかったです。        １－２ 

○キーワードをあつめるときに、みんなでぼうけ
んしているきぶんになって、たのしかったです。
みんなでがんばって、ぜんぶあつめられてうれ
しかったです。          １－３ 

 



１日（木） 全学年５時間授業 １７日（土） 土曜学校公開日⑦ 
 （145 周年記念式典前日準備のため）  １４５周年記念音楽会（保護者鑑賞日） 
２日（金） １年生から５年生 午前授業  １９日（月） 朝礼 クラブ活動 
 ６年生６時間授業  マラソンタイム始（～１１月３０日） 

 １４５周年記念式典 祝賀会 ２０日（火） 朝の読み聞かせ 校外学習（３年） 
３日（土） 文化の日（祝日） ２１日（水） 児童集会 
５日（月） 朝礼 安全指導 委員会活動 ２２日（木） 地域清掃＆スマイル班活動 
６日（火） 朝の読み聞かせ  体育朝会（中学年） 

 ７日（水） 音楽朝会 ２３日（金） 勤労感謝の日（祝日）  
８日（木） たてわり給食＆ロング遊び ２６日（月） 朝礼 ５時間授業  
９日（金） スクールバス（４年）  ３年３組は研究授業のため６時間授業 
 バイキング給食（５年） ２７日（火） 朝の読み聞かせ 体育朝会（高学年） 

１２日（月） 朝礼 全学年５時間授業 ２８日（水） 体育朝会（低学年） 
１３日（火） 朝の読み聞かせ  一斉下校（５校時終了後） 
１４日（水） 体育朝会 ３年生以上６時間授業 ２９日（木） 環境フォーラム（６年） 
１５日（木） アルミ缶・紙パック回収 ３０日（金） マラソンタイム終 
１６日（金） １４５周年記念音楽会（児童鑑賞日）  卒業記念品作り（６年） 
 学校運営連絡協議会   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 ２年に１度の校内音楽会が迫ってきました。学校の音楽会は通常のコンサートとは違い、

音楽の授業で学んだこと、身に付けた力を発表する場として位置付けられています。そのこ

とを踏まえて選んだ歌、合奏曲に子供たちはとても積極的に取り組んでいます。もらった楽

譜の音取りができたらそこから表現の工夫ですが、ここが大勢で合わせる面白さです。あと

２週間でどのくらい表現の質を高めることができるか、当日を楽しみにご来校ください。 
音楽専科 清岡 朋子 


