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集団疎開の時代の先輩方を思って
校長 黒 田 泰 正
今年も一か月が過ぎ、早、２月を迎えました。１月は大雪もあり、寒さ厳しい月になり、インフルエ
ンザによる学級閉鎖もありました。２月もまだまだ寒さが続くと思われます。子供たちには、健康に留
意して元気を維持してほしいと願います。
さて、１月２４日(水)には、学校に栃木県からのお客様がありました。浄土宗家康山徳蓮院照光寺のご
住職、伴乃昶(おおともだいえい)さんが、本山の芝増上寺にご用でいらした際に、麻布小学校に立ち寄っ
てくださいました。また、それに先立ち、１月１８日(木)には、同じ栃木県栃木市片柳町の小倉久吾(お
ぐらきゅうご)先生からお電話をいただきました。小倉先生は、栃木県で校長先生や教育長をされた方で
す。小倉先生のお話しでは、７３年前の戦時中、昭和１９年８月２１日に麻布国民学校の３年生から６
年生の児童３８０人、教職員１４名が栃木県下都賀郡富山村・大宮村・皆川村・岩舟村等に、拠点学寮
の大中寺を始め８つのお寺(大中寺・照光寺・光永寺・如意輪寺・持明院・華蔵寺・清水寺・高平寺)に集
団疎開・分宿をし、そのときは、現在の、港区立麻布小学校・東洋英和小学校・新宿区立余丁町小学校・
愛日小学校の子供たちが来たそうです。小倉先生は昭和１２年のお生まれで、当時１年生・２年生とし
て、そのときの子供たちとふれあった思い出があるそうです。
昭和１９年の頃の照光寺で過ごした３７人の子供たちが畑仕事をしたときの貴重な集合写真が檀家の
人の遺品から、昨年の１１月に出てきたそうです。たぶん３年生か４年生だそうです。伴ご住職が白黒
写真をカラー写真に直してお持ちくださいました。伴ご住職は疎開時には幼少でほとんど覚えていない
とのことですが、今回、小倉先生の依頼で、貴重な写真を麻布小学校にもってきて寄贈してくださいま
した。
（※）写真をじっと見てみると、男子は皆坊主刈りで、いわゆる国民服姿、女子は皆おかっぱの髪
型であり時代を感じます。先生と思われる人が「學童試作地」という札をもって、大根畑で集合して写
したものです。集団疎開中は、麻布の町にいる親や親類と離れて、戦争でいつ帰れるのかわからない子
供たちの心は寂しさ、悲しさでいっぱいであったと思います。芋ばかりの生活で空腹にも耐え、写真の
子供たちに笑顔はほとんど見られませんが、この地で元気を出し合って生き抜いたのだと思います。終
戦までおよそ１年半にわたり集団疎開は続きました。
実は、麻布小学校では、菅野宏隆前校長先生の時代の平成２７年度の秋に学習発表会と開校１４０周
年式典があり、当時の６年生が「－時を超えて－麻布国民学校集団疎開物語」を劇として演じました。
私も、周年式典に参加して感無量で見ていました。そして、平成２８年３月２８日(月)に、貴重な資料を
提供していただいた、栃木県教育委員会岩舟支所に菅野前校長と前同窓会長の清水宏氏とともにお礼の
挨拶をしてきたそうです。更にその後、平成２８年４月２３日(土)には、再び、菅野前校長、清水宏氏を
始めとする学童疎開経験者６名、現ＰＴＡ会長の岩本全史氏、現中学２年生の６名とともに、小倉先生
のご尽力のもと、当時集団疎開をした８つの寺院やお世話になった方を訪問されたそうです。
今回、小倉様、伴様とお話しができたことを動機に、菅野前校長先生にお許しを得て、集団疎開のこ
とや、２年前のことを少しでも書かせていただきました。素晴らしい取組や行動に敬服いたします。そ
して、当時を過ごされた方のご苦労を噛みしめるとともに、戦前・戦中・戦後のたくさんの同窓会の先
輩方のおかげで、麻布小学校の歴史と幸せがあるのだと強く感じました。
「ありがとうございました。平
和の時代を大切に思い、現在の子供たちに生きる力を育てていきます。」
２月は２８日間と短いです。思い残すことなく歩みます。ご協力よろしくお願いいたします。
※写真は校長室近くの掲示板に展示してあります。
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音楽科の教科の目標は下記の通りです。
「表現及び鑑賞の活動を通して、音楽を愛好する
心情と音楽に対する感性を育てるとともに、音楽活
動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を養う。」
麻布の子供たちと接していると、その豊かな感性
に感服することが多々あります。子供たちは、素晴
らしい音楽と出会ったときに、心の中に様々な感情
が湧いてくると思います。楽しい、美しい、悲しい、
あるいは感動といった様々な感情を味わい、豊かな
情操を養うことで、より豊かな人間性を育んでほし
いと願っています。
ベートーヴェンの言葉に「心から心へ・・・」と
いうものがあります。自己の思いや気持ち、感情を

■Enjoy! Music プロジェクト
１月 12 日（金）に、サントリーホールと港区が連
携して行っている芸術体験プログラムの一環として、
「Enjoy! Music プロジェクト」が実施され、４年生

音や音楽を通して表現して他の人に伝えることは、

が鑑賞しました。今年度は、「声の響きを楽しもう」

大変意義深いことだと思います。

をテーマに、大野和士氏指揮の室内オーケストラの
演奏での歌劇の名場面や、プロの声楽家による合唱
を鑑賞しました。

■３学期始業式
１月９日（火）３学期始業式が行われました。４
年生の重延姫歌さんが児童代表の言葉を述べました。

■書き初め会を実施しました
1 月 10 日（水）、11 日（木）に書き初め会を行い
ました。どの学年の児童も、姿勢を正して一字一字
心を込めて書きました。
書き初め展は 1 月 31 日(水)
までです。

◇書き初め紙上展に出品しました◇
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２年
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池田
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○内木場

小春

茂木

康治

佐藤

あかり

德井

優也

久保

真結子

○小嵐

環

河村

虹実

４年

○後藤

彩乃

津賀

來瑠未

５年

○藤田

諒子

島岡

恵理

６年

○日下部

甲斐

莉乃

３年

駿太

○は本部出品者。校報「あざぶ」に作品が写真で載り
ます。

■学校公開のお知らせ
３学期の学校公開を開催します。多くの方のご参
観をお待ちしています。
道徳授業地区公開講座
２月 17 日(土)

8:50～12:00

・１･２校時 公開授業
(どちらかで道徳授業を行います)
・３校時 講演会（11:15～12:00）
演題 「学力テストでは測れない 今、求められる力」
講師：元
高橋

港区教育委員会
良祐 様

教育長

■都展・朝陽区展・区展
３学期には子供たちの作品を展示する様々な展
覧会が都や区で開催されます。学校の代表で選ばれ
た児童を紹介します。
●東京都公立学校美術展覧会
◇書写
・２年 岩下 奈央
・６年 須釜 凜人
◇図工
・４年 重延 姫歌
・６年 須釜 凜人
松嶋 琥珀
酒井 仁瑚
◇家庭科
・５年 平 優真
・６年 松嶋 琥珀
《期間》２月１３日（火）～１８日（日）
９：３０～１７：３０(入場は１７：００時まで)
最終日は１４：００まで(入場は１３：３０分まで)
《主催》東京都教育委員会
《場所》上野・東京都美術館
●港区・北京市朝陽区小中学生書画交流展
◇書写
・４年 後藤 彩乃
・５年 宮下 奈都子
◇図工
・１年 大江 正恵
・２年 金子 陽太郎
・３年 増島 心々
・４年 後藤 彩乃
・５年 島岡 恵理
《期間および場所》
（会場１）高輪区民センター 展示ギャラリー
２月６日(火)～１３日（火）
９：００～１８：００（２月１２日は閉館）
（会場２）麻布図書館 視聴覚室（５Ｆ）
２月１６日（金）～２２日（木）
１０：００～１９：００
（２月１８日は１７時閉館)
●港区立小学校 図画工作作品展
１月１７日（水）～２０日（土）に高輪区民センタ
ーで開催されました。
・１年 栁 光志
山本 惟清
・２年 小倉 慶子
萩野 百香
・３年 小林 柚葉
王 陸登
・４年 小林 茜里
・５年 平 優真
・６年 平 一美

２月行事予定
行
日 曜

放課後遊び

２月の生活目標
「学校をきれいにしよう」

事

◎（２～６年あり）○（３～６年あり）
●（４～６年あり）△（学年による）
×（全学年なし）

↓

１ 木 ふ

◎

２ 金 音

○

３ 土

３時間授業

茶道教室（３年）

×

４ 日
●

６ 火 読 たてわり班活動⑪

○

７ 水 出 Ｂ時程

×

４時間授業

８ 木 ふ Ｂ時程 生活科出前授業（１年）
安全指導

◎

９ 金 児 Ｂ時程 ４時間授業
漢字検定（全学年）
ちょこボラ週間（21日まで）

×

★漢字検定（全学年）
２月９日（金）に漢字検定を行います。

11 日

建国記念の日

12 月

振替休日

13 火 読

○

14 水 ふ 新１年保護者会

×

15 木 ふ

◎

16 金 運

○
３時間授業 おなか元気教室（２年） ×
学校公開・道徳授業地区公開講座

18 日
クラブ見学（３年）

●

20 火 読

○

21 水 出

×

22 木 ふ Ｂ時程

×

23 金

○

24 土
25 日
26 月 全 クラブ活動⑫ クラブ体験（３年）
租税教室（６年）

●

27 火 読

○

28 水 出 Ｂ時程

４時間授業

全･･･全校朝会

運･･運動朝会

児･･･児童集会

音･･･音楽朝会

読･･･読書の時間 出･･･出張スピーチ
ふ･･･ふれあいタイム

★保護者会
下記の日程で保護者会を行います。
○３月 １日（木）５・６年 14：45～
○３月 ７日（水）３・４年 14：45～
○３月 ８日（木）１・２年 14：45～
※３月 ７日 体育着販売をします。

各教室
各教室
各教室

２月の避難訓練は予告なしで行います。

●

19 月 全 クラブ活動⑪

２月 14 日（水）14：00～15：30 に、新１年生
の保護者を対象にした保護者会を行います。

★避難訓練

10 土

凡例

日本の伝統文化についての学習として、３年生
と４年生が茶道教室を行います。３年生は２月３
日（土）、４年生は３月３日（土）に実施します。

★新１年保護者会

５ 月 全 委員会活動⑩

17 土

★茶道教室（３年生）

×

☆和太鼓体験教室（５年生）
１月 18 日（木）に５年生が和太鼓の体験教室を
行いました。日本の伝統文化についての学習の一
環で実施されています。このような体験学習を通
して、日本文化への興味や理解を深めていきます。
◆３月の主な予定
１日（木）保護者会（５・６年）
２日（金）５時間授業（１～５年）
謝恩会（６年）
３日（土）茶道教室（４年）
５日（月）委員会活動
避難訓練
６日（火）薬物乱用防止教室
７日（水）保護者会（３・４年） 体育着販売
８日（木）保護者会（１・２年）
９日（金）６年生を送る会
お別れ給食
12日（月）クラブ活動⑬
15日（木）Ｂ時程
20日（火）Ｂ時程 給食終
卒業式予行（４～６年）
22日（木）卒業式
23日（金）修了式 ４時間授業 大掃除
26日（月）春季休業始

