
 

「御行の松」と根岸小学校    
校長  小 西 祐 一  

 昔、西蔵院不動堂にそびえる「根岸の大松」といえば、誰もが知るこの地域のシンボル

でした。太い幹と見事な枝ぶりは遠くからもその姿を臨むことができ、多くの人々に親し

まれてきました。この松は、「時雨の松」とも呼ばれていましたが、寛永寺住職輪王寺宮

様がこの大松の下で修行をしていたことから「御行の松」と呼ばれるようになり、現在も

その呼び名が広く知られています。 
 明治7年に開校した根岸小学校は、当初、西蔵院にありましたので、まさに、御行の松のすぐ下で、その枝に守

られるようにして子供たちは学校生活を送っていました。明治３９年に佐佐木信綱氏によって作詞された本校の校

歌には、「秋は御行の松の陰」「松を学びの友として」と、御行の松が２度も登場しています。このことからも、

根岸小学校と「御行の松」とは深いつながりがあることが分かります。 
この校歌が作られたとき、根岸小学校は現在の根岸の里防災広場のあたりに移っていましたが、学校からは間違

いなく御行の松を臨むことができたはずです。当時の根岸小学校の子供たちは、御行の松を仰ぎながら校歌を歌い

「松を学びの友として」日々勉学に励んでいました。御行の松をいつも身近に感じ、輪王寺宮様がそこで修行を行

ったように、自らを磨いていくことができるようにという願いが校歌に込めら

れているように思います。 
 高さ１３．６３ｍ、幹の周囲４．０９ｍ、推定樹齢３５０年の「御行の松」

は、残念ながら昭和３年（１９２８年）に枯れてしまいました。根岸小学校の

子供たちはもちろん、地域の人々はどれほど残念に思ったことでしょう。根岸

小学校は御行の松の下で、御行の松に守られるようにして歴史を重ねてきまし

た。輪王寺宮様がそこで修行をされたように、御行の松の下で学びを深めてき

たことを誇りに思い、そのことを忘れないようにしてほしいという強い願いに

よって、現在、玄関の所にある御行の松のレリーフがつくられました。 
現在の松は３代目となりますが、この度、新たに４代目となる松が植えられ

ることになりました。４月２８日（土）には、四代目御行の松披露式典が行わ

れます。初代「御行の松」の姿を実際に知る人は少なく、モノクロの写真がわ

ずかに残るばかりですが、学校や地域の歴史とともにある御行の松をこれから

も大切にしていきたいと考えています。 
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御行の松のレリーフと子供たち 

 
  
気温が高くなる日が多くなってきました。５月は冬服で登校・下校することになっていますが、夏服移行期

間まででも、暑い日は冬服の上着（ジャケット）を着用せず登校することも可といたします。ご家庭の判断で

気温に合わせ調節してください。 
 ※夏服移行期間（５月２８日～６月８日）は冬服でも夏服でも可の期間です。 

生活指導主任 前村 章太 

服装について 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

転退職された方からのメッセージ 

ありがとうございました。 
 ２年間というわずかな期間ではございましたが、お世話に
なりました保護者・地域の皆様、そして明るく元気な子供た
ちに、心からの感謝を申し上げます。 
 緑陰子供会や如月子供会、餅つき大会など、ＰＴＡの皆様
が企画・運営してくださった行事は、本当に楽しい思い出と
なりました。子供の主体性を大切に育む根岸小学校で学んだ
ことは、私にとってかけがえのない宝物です。本当にありが
とうございました。     前副校長 川中子 登志雄 

９年前の春、満開の桜に迎えられて根岸小学校に着任
した日、私は「こんなに伝統のある名門校でやっていけ
るのかな？」と不安に感じていたのを今でも覚えていま
す。しかし、そんな思いは杞憂に終わりました。子供た
ちは素直で明るく、教職員の皆様も大変教育熱心で親切、 
保護者の皆様や地域の皆様は温かい態度で学校教育に
御協力をしてくださいました。良いときも、そうではな
いときも、根岸小学校が、根岸の街が今の私を育ててく
れました。心から感謝しています。ありがとうございま
した。いつか必ず、恩返しをします。前主幹教諭 大島 賢  

根岸小学校には新規採用で配属され、７年間お世話
になりました。伝統ある根岸小学校でたくさんのこと
を学ばせていただきました。子供たちと過ごした日々
は私にとって宝物となっています。また、保護者の皆
様、地域の皆様、教職員の皆様には、いつも温かく見
守り、支えていただき、心より感謝しております。あ
りがとうございました。根岸小学校で学んだことをこ
れからの教員生活に生かしていきたいと思います。長
い間本当にありがとうございました。根岸小学校の皆
様の益々のご活躍を心より願っています。 

教諭 熊野 亜李沙 
根岸小の皆様には4年間お世話になりました。産休育休を経

て、復帰と同時に異動することとなりました。保護者や地域

の皆様にはいつも温かい言葉をかけていただき感謝していま

す。遠くからですが、根岸の子供たちを応援しています。 
教諭 佐々木 万里奈 

初めての異動が、この根岸小学校でした。伝統と品位のあ
る学校ということを、初めて体育館で子供たちに出会った時
に感じることができました。きちんと身動きせずに、話を聴
く姿が忘れられません。 
３年という短い間でしたが、充実した毎日を過ごすことが

できたのは、保護者の皆様、地域の皆様の支えがあったから
こそだと、大変感謝しております。 
こちらで学んだことを、他の地域でも生かして参りたいと

思います。本当にお世話になりました。ありがとうござい
ました。             主任教諭 後藤 慶子 

根岸小学校のよい子のみなさん、お元気ですか。先生
は元気です。根岸から遠い多摩市の学校でがんばってい
ます。図工の授業をしながら、あの子はこの色が好きだ
ったなとか、この題材は人気があったなとか、みんなの
ことをたまに思い出します。 
自分のすきなもの、すきなことを大事にしながら、自

分なりの表現を楽しんでいってください。ずっと応援し
ています。          教諭 古川 ナツキ 

 根岸小学校の児童の皆さんが、日々見せてくれた「前向き
な学びの姿」は忘れられません。これからの未来をリードし
て担っていく皆さんに出会えたことを、心から感謝しており
ます。「自分たちの未来へ向けて、新しいことへの挑戦」と
いう言葉を胸に、これからも頑張ってください。 
保護者の皆様、教職員の方々、地域の皆様、4年間という

期間でしたが、大変お世話になりました。根岸小学校のます

ますのご発展を祈念しております。  教諭 横尾 太治 

お久しぶりでございます。黒澤です。１年間お世話に
なり、ありがとうございました。また、３月はお休み頂
いてしまいご迷惑をおかけしました。今は、体の方も調
子よくなり、東浅草小学校で勤務しています。東浅草小
学校は、根岸小学校の半分くらいの全校児童の学校で
す。今年度、２年生の担任をしています。昨年度、根岸
小学校にお世話になった事。私にとってとてもかけがい
の無い経験でした。保護者の方々や教職員の方々に本当
によくしていただきました。ありがとうございました。 
 これからの根岸小学校の発展を祈願しております。本
当にお世話になり、ありがとうございました。 

           産休代替教諭 黒澤 拓生 

短い間でしたが、根岸小学校で過ごした時間はとても幸せ
な時間でした。素直で心優しい子供たちの笑顔、保護者の皆
様や地域の方々の励ましに支えられた半年間だったと感じ
ています。勉強や行事に一生懸命に取り組む子供たちの姿、
普段の何気無い会話１つ１つが大切な宝物です。新任の地で
も根岸小学校での経験・思い出を力に、頑張ります。ご支援
ご協力ありがとうございました。  養護教諭 倉嶋 麻子 

 以前、現職で勤務していた本校に、講師としてお世話に
なりました。学習意欲旺盛な３年生、主体的に活動できる
高学年の子供たちに出会い、毎週楽しく通わせていただき
ました。また、このような子供たちの姿は、先生方の日々
の研鑽と高い意識によって育まれたものと感じ、背筋の伸
びる思いがいたしました。 
  懐かしい根岸小学校で子供たちや先生方、地域の皆様に
温かく接していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 
ありがとうございました。  非常勤講師 日高 洋子 

５年間大変お世話になりました。伝統ある根岸小学校に赴
任が決まった時、私で務まるのかと不安になりましたが、教
職員の方々、保護者の皆様、地域の皆様に支えられて、何と
か日々を過ごす事が出来ました。皆様には、感謝の気持ちで
いっぱいです。これからの根岸小学校の皆様のご活躍を心よ
り願っています。本当にありがとうございました。 

都事務 福地 央子 

根岸小学校で主に６年生の算数の時間に講師として学習のサポートをして
きました。 
 一年間という短い期間でありましたが、人なつこく、素直な六年生がとっ
ても可愛いいと思う毎日でした。先生方からも学ぶこともあり、年齢に関係
なく知識を得ることの新鮮さに胸が躍ることや、授業の中で「わかった。」
「算数が楽しくなったよ。」という言葉や笑顔が、嬉しく感じていました。 
 とっても貴重で思い出がいっぱい残った根岸小学校でした。 

学力向上推進ティーチャー 篠原 くみ子 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４月１９日(木)に２・３年生、４月２４日(火)に１年生が、根岸

の里防災公園にて、はたらく消防の写生会を行いました。当日は

消防車や救急車などが並ぶ中、間近に見る車の迫力にわくわくし

ながら、子供たちそれぞれが描きたい車を選び、画用紙いっぱい

に生き生きと描くことができました。 
デモンストレーションの際には、消防隊員の方が消防服に素早

く着替える様子を見て、子供たちはみんな驚いていました。隊員

の方にも「上手に描けたね。」とほめてもらいながら、心を込めて

一生懸命取り組むことができました。 
図工 越島 愛 

 大正小学校から転任してまいりました副校長の難波誠
二でございます。お隣の根岸小学校に赴任し、歴史ある
台東の町でまた働けることを大変光栄に思っておりま
す。伝統ある根岸小学校の教育活動を、より一層発展で
きるよう、これから精一杯力を尽くしてまいります。ど
うぞよろしくお願いいたします。 

副校長 難波 誠二 

 本校へ赴任して以来、きちんとした挨拶、話を聞く際
の立派な姿勢、友達へのやさしい声掛けなど、本校の児
童のよいところをいくつも目にしました。図画工作科と
いう教科は、色や形で自分の思いを表現することを通し
て、豊かな情操を養っていくことが目標とされていま

す。持ち物や材料集めなど、ご家庭のご協力に感謝しつ
つ、児童の心をのびのびと大事に育てていきたいと考え
ています。どうぞよろしくお願い致します。     

    教諭 越島 愛 

後藤先生の後を引き継いで、規律正しく、賢く学校生

活を送る根岸小の子供たちと、学校ならではの音楽の学

習を続けていこうと思っています。今年度は周年行事、

校内音楽会と、音楽科がかかわる行事が控えています。

子供たちのことをよく知り、その良さや地域の特性を生

かした活動を計画したいと考えています。保護者の皆様

、地域の皆様にご協力をいただく場面も予想されます。

その節はよろしくお願いいたします。 
   主任教諭 清岡 朋子 

はじめまして。練馬区立大泉学園桜小学校から転入し

ました山本由紀子です。３年１組の担任をさせていただ

きます。根岸小学校の子供たちの気持ちのよい挨拶や根

岸活動に取り組む自主的な姿を見て、一緒に学校生活を

送ることが楽しみになりました。子供たちの成長を支え

られるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。           教諭 山本 由紀子 

今年度から新しく事務を担当させていただく森島と
申します。社会人１年目ということで不慣れな部分もあ
りますが、長い歴史と多くの児童が通う根岸小学校で働
けることに感謝をしつつ、誠心誠意こめて勤めさせてい
ただきます。 
事務としての業務をいち早く覚え、皆様方から早く信

頼を得られるよう日々邁進していきます。児童のみんな

ともコミュニケーションを積極的に取り、児童から愛さ

れる事務さんを目指して頑張ります。 
  事務主事   

養護教諭の遠藤花純と申します。 
歴史ある根岸小学校で念願の養護教諭として働くこ

とができ、とても誇りに思っています。まずは子どもた
ちと仲良くなり、保健室を安心できる場所にしていきた
いと思います。不慣れな点はございますが、精一杯努め
ていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

養護教諭 遠藤 花純 

すぐお隣の荒川区立ひぐらし小学校から異動してま
いりました山田潤子です。元気いっぱいな１年２組の担
任をしております。前任校と地域が近いこともあり、根
岸小学校に親しみを感じています。子供たちと一緒にた
くさん学び、たくさん遊び、いろいろな経験を重ねてい
きたいと思います。そして、保護者の皆様や地域の方々
と協力して、子供たちの成長を支えていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。 

   主任教諭 山田 潤子 

はたらく消防の写生会 

根岸小学校在任中は、公私にわたり格別のご指導とご厚
情を賜り、心より感謝申し上げます。教育目標・すなおな
子・よく考える子・なかのよい子・たくましい子『みがく 
かかわる 未来をひらく』の下、児童、保護者、教職員が一
丸となって質の高い教育活動に取組めた事は、かけがえの
ない財産です。元気で素直な子ども達、協力的な保護者の
方々に支えられ、一年半過ごさせて頂きました。根岸小学
校の素晴しさを広める事で恩返しをします。   

 支援員 佐野 祐太朗 

着任して一か月が経ちました！～転入教職員の挨拶～ 

根岸小学校の保護者、児童のみなさん、ご入学、
ご進級おめでとうございます。このたび私は、家庭
の事情で、根岸小学校に来ることができなくなりま
した。仲良くなった皆さんとお別れするのはとても
辛いのですが、後任のスクールカウンセラーの先生
に引き続きご相談されて、明るい学校生活を送れま
すよう祈っております。ありがとうございました。 
     スクールカウンセラー 秋山 淑子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

 
 
４月６日に入学した１年生。毎日、楽しく元気に学校生活を送っています！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

入学して１ヶ月がたちました。 

１７日（木）アルミ缶紙パック回収 
１８日（金）５時間授業 

運動会前日準備（５・６年：６校時） 
１９日（土）１４５周年記念大運動会 
２１日（月）振替休業日 
２２日（火）朝礼 

１４５周年記念大運動会予備日 
２４日（木）眼科検診（４、５、６年） 
      そらまめさやむき体験（２年） 
２５日（金）聴力検査（２、３年）、遠足（１年） 
２８日（月）朝礼、クラブ活動① 
２９日（火）遠足（２年） 

家庭訪問・個人面談① 
３０日（水）児童集会、防犯訓練 
      家庭訪問・個人面談② 
３１日（木）眼科検診（１、２、３年） 
      家庭訪問・個人面談③ 

５月の行事予定 

 １日（火）朝礼、視力検査（３年）、安全指導 
２日（水）音楽朝会、離任式、 

視力検査（５年） 
 ３日（木）憲法記念日（祝日） 
 ４日（金）みどりの日（祝日） 
 ５日（土）こどもの日（祝日） 
 ７日（月）朝礼、委員会活動②、教育実習始、 

グリーンピースさやむき体験（１年） 
ＰＴＡ総会 

８日（火）視力検査（１年） 
９日（水）運動会全体練習①、視力検査（２年） 

１０日（木）５時間授業、歯科検診（１、２年）、 
      消防署見学（４年） 

２年２組は研究授業のため６時間授業 
１４日（月）朝礼、運動会係活動② 
１５日（火）運動会全体練習②、尿検査（２次） 
１６日（水）運動会事前練習（リバーサイドにて）

      尿検査（２次追加） 

交通安全教室 

朝のしたくを 

６年生が手伝って 

くれてうれしいな。 

はじめての給食 

信号の渡り方や 

安全な歩き方を学んだよ。 
声をそろえて「いただきます」

  


