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世界人権デーによせて    副校長 笛木 理恵 

 １１月８日・９日の展覧会では，子供たちが一生懸命つくった作品を多くの皆様に御覧いただくことができ

ました。二小では，展示してある作品をお客様だけで御覧いただくのではなく，子供たちがガイドとして，自

分や友達のつくった作品を紹介する活動を行っています。私は，二小の展覧会は初めてですので，楽しみにし

ていました。聞いてみると，自分の作品について自分の思いを語るだけでなく，友達の作品のよいところも上

手に説明していました。互いに認め合っているということで，大変に素晴らしいと感じました。展覧会に来て

くださった皆様，ガイドや似顔絵屋のお客様として，子供たちの活動を応援してくださった皆様，本当に，あ

りがとうございました。 

先日，ハンセン病家族補償法が衆院本会議にて全会一致で可決されました。国がハンセン病患者を隔離する

政策は，２０世紀初めから約９０年に及び，日本社会にはびこった差別や偏見は，ハンセン病患者・元患者だ

けでなく，家族にまで広がっていました。らい病菌という感染力の弱い菌により感染するハンセン病は，薬で

治る病気になっても，「恐ろしい病気」と思われ続け，差別の対象となっていました。社会のごく平均的な人

たちが，正しい知識を与えられず，集団で加害者となってしまう構図は，どう考えても，解消して行かなけれ

ばなりません。 

 １年生の図書室での授業にお邪魔したときに，何気なく手にとって読んだ絵本がありました。タンザニアの

昔話をもとに書かれた「ごちそうの木」という本です。  

「ごちそうの木」あらすじ  昔，動物たちが暮らしている大地で干ばつが起こり，動物の食料がなくなった。

大地には，一本のおいしい実のなるごちそうの木。しかし，なかなか実を取ることができず，物知りなカメに

実がとれる呪文を教えてもらいにいくことになった。野兎がその役目を買って出るが，

小さい兎は，すぐ忘れちゃうでしょう，とみんなに却下される。大きくて何でもでき

そうな象と水牛が向かうこととなるが，帰りに転んで呪文を忘れてしまう。大きな動

物が順番に向かうが次々とアクシデントに見舞われて，呪文を忘れ，ごちそうを手に

入れることができない。最後に野兎が出かけ，みごとに呪文を手に入れて，みんなで

ごちそうにありつくことができた。         西村書店 ジョン・キラカ作 さくまゆみこ絵 

小さいからって何にもできないと決めつけず，最初からウサギに行ってもらえばよかったと，最後に動物た

ちは言いました。偏見や差別から，ウサギの心を傷つけてしまったことを反省します。動物たちは，見た目と

思い込みで判断してしまいました。実際に，偏見や間違った知識からその人の人権が守られないことがありま

す。無意識に，人を傷つけてしまったことがあるかもしれません。逆に，傷つけられてしまったこともあるか

もしれません。 

来る１２月１０日は世界人権デー，４日から１０日は人権週間です。人権デー，人権週間，これをきっかけ

に人権について意識をし，人権についての理解を深めていきませんか。一人として，人権を傷つけられること

がないように心がけていきたいです。 

本校は，「自分も友達も大切にする心やさしい児童の育成」をテーマに，平成３１年度・令和２年度 東京

都人権尊重教育推進校として，人権を尊重する教育をすすめています。今年度予定していた研究授業を３回全

て終えました。また，授業だけでなく，学校生活全般で，人権を大切にする教育活動を行っています。講師の

先生方の御指導のもと，今後更に人権尊重教育をどのようにすすめていくかも含め研究しています。どの子の

人権も守られ守り，どの子も生き生きと楽しく安心して学校生活が送れるよう，努力してまいります。 

HP http://www.chofu-schools.jp/chofu-2sho/    E-mail：chofu-2sho@chofu-schools.jp 



【今、音楽では…】 

 市内の小学校が合同で開催する連合音楽会が１２月５日（木）にあります。その大舞台に挑むのは，

５年生です。今年は，合唱曲「大切なもの」と合奏曲「風林火山」を演奏します。合唱は，離れ離れに

なった友を思う気持ちを表現した２部合唱曲です。歌詞や音を覚え，少しずつ音が重なるようになって

きました。「風林火山」は，大河ドラマのメインテーマで，馬が駆け抜けていく姿などをイメージして

作られた曲です。練習を重ね，疾走感を表せるようになってきました。 

 １７日（火）には，校内の音楽発表会もあります。 

 １年生は，午後の会ではゲストのプロプレイヤーと全校で歌って踊るコーナーに参加します。 

２年生は，歌と鍵盤ハーモニカを元気に演奏します。３年生は，歌と器楽を一曲の中で行う歌唱奏に挑 

戦します。４年生は，リコーダー奏と合唱に挑戦します。５年生は，リコーダー・鍵盤ハーモニカ以外

の楽器担当者を変えて，連合音楽会の曲に挑戦します。連合音楽会経験者の６年生は，合奏曲も合唱曲

も聞き手に伝える音楽に挑戦します。現在，どの学年も練習に励んでいます。 （音楽専科 三澤 友恵） 

【二小の道徳教育】 

  以前の道徳は，テレビを見て，考える時間だったという印象があるかもしれません。最近では，副読本の

物語を読んで，登場人物の気持ちを考えたり，道徳的な考えを言わせたり，書かせたりする内容に変わってき

ました。しかし，２年前に告示され，来年度から完全実施される「特別の教科 道徳」では，道徳の教科書を

用いるだけでなく，答えが一つでない道徳的な課題を，一人一人の子供が自分に置き換えて自分の問題として

捉え向き合う「考え議論する道徳」を目指していきます。例えば，友達が悪いことをしたときに，黙っている

か，誰かに伝えるかは，簡単には結論が出せない問題だと思います。大事なことは，「こうあるべき」と教え

ることではなく，自分がその場になったらどうするか真剣に考えること，自分と違う友達の意見を聞き，その

多様性に触れ，自分なりの考えをもつことです。 

子供から「こんな場合，お母さんならどうする？」と聞かれることがあるかもしれません。そんな時は正直

に話し，一緒になって考えてあげてください。そんな親御さんの姿に触れることもまた，子供が人生に向き合

うために一番必要な道徳の学習かもしれません。 

１２月３日・６日は，道徳授業地区公開講座です。本校では昨年度まで道徳の研究を行い，道徳教育をすす

めてきました。ぜひ，授業参観をされ，二小の道徳教育について御意見ください。（道徳担当 大河内 昭浩） 

【学校評議員会・学校関係者評価委員会報告】 

１１月９日（土），学校評議委員・学校関係者評価委員を開催いたしました。 

校長より，本校の教育について，お話しし，評議員・評価委員の皆様には，会場中の展覧会を鑑賞していい

ただきました。その後，協議と情報交換を行いました。一部を報告させていただきます。 

・給食について，もっと知りたい，という声がある。給食について，ただおいしいだけでなく，工夫されてい

るところや苦労されているところをもっと知らせるべきである。  

・展覧会ガイドでは，自分の作品を分析し，しっかりとよいところを伝えることができていた。 

・自分の作品のみでなく，友達の作品の良いところなども，良く見付け，他の人に伝えられるところは，二小

の子供の力だと思う。 

・子供の想像力のすごさを感じた。日頃の指導の表れ。 

・次年度，学校地域協働本部が立ち上げられるが，もっと多くの人に 

そのしくみをしらせＰＲするべきである。等 

貴重な御意見は，今後の教育活動に生かしていきます。 



 
【 展覧会ありがとうございました】 テーマ  ～令和も笑顔の芸術家 ～ 

先日の展覧会に御来場いただき，ありがとうございました。たくさんの方に見ていただき，聞いていただき，

子供たちも大満足です。作るだけでなく感じ取る力も素晴らしいと感じる感想文を紹介いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保護者の方の感想より（書いていただいたものから抜粋しています。御了承ください。）  

 

 

 
 

１年                               
 いろんなさくひんがきれいでした。たいいくかんがいつもとちがってびっくりしました。ガイドのこと

ばをおぼえるのがむずかしかったです。                  

 ３年生の「ゆらゆらキラキラ」がきれいでした。ガイドでいろんな人が見てくれたので，うれしかった

です。                               

２年         

 １００万回生きたねこの紙はん画は，絵を考えるのが大へんだったけど，よくできていました。ツミツ

ミっこはできあがった時からとても楽しい気持ちになって，早く家にもって帰りたくなりました。お父さ

ん，おかあさんには「ねこのもようや顔が上手だね。」「ピアノやたいこでねこが楽しそうだね。」と言われ

ました。ガイドを，５年生のお母さんに「よかったよ。」とほめてもらって，うれしかったです。４年生の

作品は，楽しそうだなと思ったので，家で作ってみたいです。       

 

 
 
 

３年                          

わたしは平面作品の題名を少しこうかいしたけど作品がまんぞくできたのでよかったです。また「さと

うさんらしい作品だね」と言われたのがうれしかったです。立体作品はユニコーンがむずかしくて少しみ

んなよりおそくなったけど，時間をかけて作ったので上手にできました。うれしかったです。 

 

４年                               
１年生の共同制作ではカラフルなチョークの絵にいろいろないろみずがあって外から見てもキレイで

した。２年生のマスキングテープの作品では最初見たときに「ふんだらいけない」と思っていたので先生

に「ふんでいいよ」と言われた時に「こんな上手な作品をふんでいいのか」とびっくりしました。他の学

年も心を一つにしてがんばって作ったんだなと思い少し感動しました。会場全体はまず，おととしよりも

人数がだいぶちがって「こんなにみんなここに足を運んでくれたんだ」と思い，がんばって作品を作って

よかったと思いました。                          

 

 ５年                              

「彫り進み版画」自分にしてはまぁまぁ上手にできたと思う。あまりずらさなかったけど，もっとずらし

てもよかったかもしれない。あまり工夫をしなかったのが心残り。もっと考えながら作るべきだったかも

しれない。 「針金」もっときれいな曲線で作りたかった。 「ナップザック」少し雑になってしまって

いた。 「ガイド」本番当日，思っていたよりたくさん人がいてびっくりした。ガイドはあまり人に話し

かけられなかった。人に質問されたら次の人にはそのことまで話すというふうに続けていった。 

                          

６年                  

共同制作では，絵をドライヤーで乾かしたり色が付け忘れている絵に色を付けたりすることが大変でし

た。ですがグループ全員で協力して独特な作品が作れました。当日のガイドでは途中まで一度もできませ

んでしたが。しかしＯ君に「ふんばれ！」と言われたおかげで後半は積極的にガイドができました。当日

の会場では保護者の方が幸せそうな顔でいろいろな作品を見ていて，自分も幸せな気持ちになれました。 

 

 
 
 
 ガイドは，何度も繰り返している

間にどんどん上手になり，子供た

ちの自信になっているように感じ

ました。他の子の作品を紹介する

のもよかったです。ほほえましく

感じました。 

似顔絵屋は，たくさんのお子さん

が５分という短時間で，ものおじ

せずに初めて会った人の顔を上手

に描けることにおどろきました。 

似顔絵屋は，場所もよく，とても

心地よく描いてくれました。 

回ごとに違った趣があり，体育館

に入る前の作品からワクワク。い

ざ体育館では，うわぁ，と声を上

げずにいられませんでした。子供

たちのがんばっている姿が目の前

に浮かんできました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
１２・１月の行事予定 特別時程は★印  ４時間授業は※ ５時間授業は◆ 

 

 

 

12/2 月 委員会活動 

3 火 
「いのちと心の教育」公開授業 

（5 校時）＋保護者会(4,5,6,年) 

4 水 ★※４時間授業 

5 木 たてわり集会 連合音楽会(5 年) 

 6 金 
「いのちと心の教育」公開授業 

（5 校時）＋保護者会(1,2,3 年) 

9 月 クラブ活動 

11 水 安全指導 

12 木 音楽集会 二小タイム (4,5,6 年)6 校時 

13 金 ◆避難訓練 

14 土 ★※土曜授業 

16 月 ◆音楽発表会準備 

17 火 音楽発表会(2～6 年)4,5 校時 

19 木 ◆たてわり集会 

23 月 ◆給食終了  

24 火 ※★ 

25 水 ※★大掃除 終業式 

26 水 冬季休業日始 

12 月 29 日から 1 月 3 日までは閉校日です。 

1/7 火 冬季休業日終 

 8 水 ★※始業式 

  9 木 
委員会活動（5 校時）給食始 

安全指導 発育測定（1 年） 

 10 金 ◆水曜時程 発育測定（2 年） 

 11 土 ★※土曜授業  

 13 月 成人の日 

14 火 発育測定（3 年） 避難訓練 

 15 水 発育測定（6 年） 

 16 木 
マラソン集会 発育測定（5 年） 

二小タイム（4,5,6 年） 

17 金 
発育測定（4 年） 

連合図工展（～1/20 午前） 

20 月 
ブラインドサッカー体験（4 年） 

クラブ活動 

23 木 
たてわり遊び  

たてわりｽﾍﾟｼｬﾙ（3,4 校時）お弁当 

27 月 
委員会活動（2 月分）  

書き初め展始（～2/8） 

30 木 節分集会 

☆連合音楽会について 
１２月４日（水），５日（木），グリーンホール

で市内の小学校による連合音楽会が開かれます。

第二小学校は５日（木）午前に５年生が出演しま

す。曲目は，合唱「大切なもの」，合奏「風林火

山」です。朝練習や授業で取り組んでいます。互

いに教え合い精一杯頑張っています。この曲目

は，音楽発表会でも演奏いたします。 

☆音楽発表会について 
１２月１７日（火）は音楽発表会です。４校時は２～

６年生が，日頃の音楽の授業の成果を発表します。 

 ５校時は器楽クラブの発表とゲストのプロの演奏家

の方々によるコンサートです。今年度はマリンバのア

ンサンブルを予定しております。 

詳しくは，別紙にてお知らせを配布いたします。多

くの方々の参観をお待ちしています。 

☆給食費引落日について 本校では，毎月４日と１８日（再振替日）としておりましたが，１２月よ

りシステムの変更にともない，毎月５日と２０日（再振替日）に変更となりました。引落日が金融機関の休

業日に当たる場合は翌営業日が引落日となります。御承知おきください。  

◆１２月の生活のめあて〈身の回りをきれいにしよう〉 

 ２学期，そして令和元年の終わりに向け，学校では教室や校舎内などをきれいにします。また，子供た

ちが使った学習道具等も整理をして持ち帰ります。御家庭でも年末に向け，大掃除をすることと思います。

学校も家もみんなで身の回りをきれいにして，気持ちよく新年を迎えましょう。 

 また，警視庁より，年末に向け交通事故が増加する傾向があるとお知らせがありました。学校でも交差

点の安全確認や飛び出しは絶対にしないこと，自転車に乗る時のルール等を，全校朝会で確認しました。

交通安全にも十分気を付けましょう。                  生活指導主任 橋本 幸江 


