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平和とは何でしょう
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地面から顔を出しているこの丸いものは、何だと思いますか？
これは今年の５月、関前南小学校の近くの空き地で見付けられた、第
二次世界大戦中に使われた「高射砲の台座」で
す。約 25 ㎝程の高さで、硬いコンクリートで
できています。上にのっていた高射砲を調べて
描いてみると、このような形だったそうです。
戦後７０年が経ち、戦争を体験した日本人も人口の約３割になってしまっ
たそうです。悲惨な戦争の記憶を風化させないようにと、今年は報道各社で特番がありました。
「戦
争があったことを忘れてはならない」昨年、本校でも２人のゲストをお呼びし６年生に戦争の体験
を語っていただきました。この写真を撮られた秋山さん、そしてこの台座を見付けた島津さんです。
小学生であった少年と少女が体験したことは壮絶で、今では想像もつかない程の悲しい話でした。
さて、なぜこの高射砲がこの関前地域に作られたのでしょうか。それは、富士山の方角から向か
ってくる米軍機Ｂ２９を射ち、日本の軍需工場を守るためだったそうです。現在の都立武蔵野中央
公園の場所に、中島飛行機武蔵野製作所があったことは有名な話です。そこでは軍用機用飛行機の
エンジンの３割を造っていたので、終戦に至るまでにそこを狙って９回の空襲があったそうです。
働いていた工員を始め２２０名以上の地域の方が亡くなったといわれています。しかし、６門作ら
れたこの高射砲の砲撃は、高度１万メールを飛行するＢ２９には届かなかったのだそうです。
夏休みが終わり、子どもたちの元気のよい声が学校に戻ってきました。７０年前と比べると今は、
なんと平和なのでしょう。島津さんに、平和とは何でしょうとお尋ねするとこんなお言葉をいただ
きました。「両親が仲よく、各家庭で子どもが安心して暮らしていることです。」それは、幸せの根
本を象徴する重みのあるお言葉であると思いました。
ＡＬＴのフルザンメル・バクティアさんより

メッセージ

関前の元気で明るい子どもたちに会えて、９月１日で５年目になります。最初の思い出はフォニック
ス（英語のアルファベットの音）です。当時の５年生に難しいかなと心配しました。しかし、盛り上が
りがとてもよく無事に教える事が出来ました！この地域の子どもたちの明るさのおかげで、以前より元
気よくたくさんの子どもと学習出来るようになりました。日本語の授業では、
「聞く、読む、書く」３つ
のステップがありますが、小学校英語のクラスには「Play, Listen, Talk」としています。理由は子ども
のモチベーションを高め、聞いたレッスンを実際活用し友達同士で communication 出来るようにした
いからです。これからも五輪にむけて国際理解を進め出来英語好きなこどもたちを育成し、楽しく英語
の授業に取り組んでまいります。４年間地域のために少し貢献出来たのを嬉しく思っています。今後も
宜しくお願いいたします。

・気持ちのよいあいさつを

９月の行事予定

しよう
・生活リズムを整えよう
長い夏休みが終わりました。学校では生活リズム
を早く取り戻し、健康的に生活することができるよ
う指導していきます。ご家庭でも早寝・早起きを中
心とした、規則正しい生活の大切さについてお子様
と確認してください。
「生活リズム表」と「チェッ
クカード」を学校でつけ持ち帰りますので、ご家庭
でもご確認ください。
また、一日の生活をスタートさせるために大切な
のが朝のあいさつです。学校では「相手の目を見て、
気持ちのよい声であいさつする」ことを心がけさせ
ていきます。ご家庭でも、家族全員で気持ちのよい
あいさつをして、素敵な一日をスタートさせてくだ
さい。
（生活指導部）

プレセカンドスクール＆セカンドスクール
４年生は、９月１６日（水）から２泊３日でプレ
セカンドスクールに行きます。
宿泊地の檜原村は武蔵野市と同じ東京都ですが、
山に囲まれた自然豊かな地域です。檜原村の特色を
生かした林業体験や三頭山ハイキングなど、学校で
は体験できない活動をします。また、檜原小学校を
訪問し、４年生同士の交流も予定しています。
子どもたちは３つの民宿に分かれて宿泊します。

１ 火 始業式
大掃除
引渡し訓練
音楽朝会
給食始
身体計測（中）
２ 水
保護者会（中）
朝読書 委員会活動 身体計測（高）
３ 木
あいさつ運動
安全指導 身体計測（低）保護者会（低）
４ 金
あいさつ運動
５ 土
６
７
８
９

日
月 全校朝会 保護者会（高）
火 朝読書
水泳指導終 着衣泳（６）
水 集会 小中連携

10 木 朝読書 クラブ活動
11 金 ふれあいタイム 応急救護訓練（６）
12 土 東京都吹奏楽コンクール（都大会）
13 日
14 月 全校朝会
朝読書
15 火
プレセカンドスクール事前検診（４）
学級の時間
16 水
プレセカンドスクール（４）始
17 木 朝読書
学級の時間（東京ベーシックドリル）
18 金
プレセカンドスクール（４）終
19 土

初めての宿泊体験を通し、集団生活で協力すること

20 日

の大切さなどを学ぶことがねらいです。

21 月 敬老の日
22 火 国民の休日
23 水 秋分の日
朝読書 セカンドスクール事前検診（５）
24 木
栄養指導（１）
ふれあいタイム まなべえ
25 金
セカンドスクール（５）始（～１０／１）
26 土

５年生は、９月２５日（金）から６泊７日でセ
カンドスクールに出発します。
豊かな自然に恵まれた長野県飯山市をフィール
ドに、地域の特徴を生かし、その土地でしかできな
いことを体験し、学習してきます。多くの子どもに
とって、今までの経験にないような長期の宿泊にな
ります。友達との集団生活や現地の人々との交流を
通して、人と人とのつながりの大切さを学ぶことも
ねらいの一つです。
子どもたちが楽しみにしている行事です。安全で
有意義な時間を過ごせるよう指導していきます。
（宿泊行事検討委員会）

27
28
29
30

日
月 全校朝会
取り組み発表（３）
火 朝読書
水 学級の時間 まなべえ

【科学・工作クラブ Ｏ。Ｋ】
科学・工作クラブでは、みんなで楽しく
ｃ
実験や工作をしています。観察したり作っ
たりする以外にも、実験で作った物を食べ
ることもあります。このように、見て、さ
わって、食べてのように五感を使って活動
しています。実験を楽しむために、グルー
プで協力できるよう工夫しています。

【バスケットボールクラブ Ｙ．Ｋ】

２学期を迎え、学校のリーダーとしてますます張り切って
いる６年生のクラブ長と委員長の抱負をお届けします。
【手芸・料理クラブ Ｋ．Ｍ】
手芸・料理クラブでは、４年生７人、５年
生６人、６年生４人の計１７人で活動してい
ます。
「このクラブ楽しかった。」と、みんな
が思えるように、先生やクラブのみんなで協
力していきたいと思います。

クを大切にしたいと思います。

【卓球クラブ Ｍ．Ｓ】
卓球クラブでは、みんなが卓球の技を楽
しく学べるクラブを目指しています。１学
期は主にサーブなどの基本的な動作を練習
したので、２学期はラリーの練習、３学期
は試合を多くして、みんながうまくなるよ
うに練習していきます。また、今年から体
操の後、素振りをするようになったので、
今後も続けていきたいと思います。

【マンガ・イラストクラブ Ａ．Ｙ】

【バドミントンクラブ Ｇ．Ｎ】

ドッジボールクラブでは、４・５年生に
も、ボールがいきわたるように、６年生が
４・５年生にパスしたり、積極的にボール
をもらうため動いています。また、自分一
人でもできることを見つけ行動をすること
を心がけています。２学期は、チームワー

私は、他のクラブに負けない程、仲のよ
いクラブにしていきたいです。絵の発表の
際には、たくさんの人のよい所を見つけ、
今後のイラストやマンガに生かしたいと思
います。残りの２・３学期も、仲よくまと

バドミントンクラブは、全員で１７人の楽
しいクラブです。サーブ、ラリーの練習やゲ
ームをしています。ゲームでは、強い人に勝
つとすごくうれしいです。学期末には、トー
ナメント戦をし、練習でできるようになった

クラブ長になるようにがんばりたいです。

ことを生かしています。また、自分の課題が
見つけることもできます。これからもクラブ
長としてみんなを引っ張っていきます。

【サッカークラブ Ｔ．Ｈ】
ぼくは新しくできたサッカークラブをず
っと続けたいという思いでクラブ長になり
ました。１学期は仕事を覚え、みんなをま
とめられるように意識しました。しかし、
うるさくなってしまったり、準備が遅くな
ってしまったりしたため、思うように進め
ることができませんでした。２学期からは
細かい指示を出して、みんなが楽しめるサ
ッカークラブにしていきます。

【パソコンクラブ Ｋ．Ａ】
パソコンクラブは、パソコンを使っては
がきやしおりなどを作るクラブです。パソ
コンでは、コミュニケーションが取りにく
いという印象がありますが、パソコンクラ
ブでは、分からないことがあれば、クラブ
長や副クラブ長に質問することができるよ
うになっています。ぼくは、これからもコ
ミュニケーションを大切にするクラブを目
指します。

まり、そして「頼りになるね」と言われる

【代表委員会 Ｎ．Ｔ】
代表委員会はあいさつ運動や子どもいじめ防止宣言の作成をはじめとする、関前南小学校を
よりよい学校にするための活動をしています。また、ペットボトル回収やユニセフ募金などの
世界の人々を助ける活動にも参加しています。みなさんも、関前南小学校をよりよい学校にす
るため、また、世界の人々を幸せにするためにもご協力よろしくお願いします。
【栽培委員会 Ｔ．Ｓ】
栽培委員会では、花だけではなく野菜も育てるようになりました。その分、毎日の水やりは
大変ですが、きれいな花が咲きおいしい野菜ができるととてもうれしいです。努力したことは
花や野菜の成長に表れるので、委員会のみんなの努力がみなさんに伝わるよう、これからもみ
んなで協力して活動していきます。
【図書委員会 Ｗ．Ｔ】
図書委員会では、本の整理、貸し出し、読書郵便の配達、本のクリーニングなど、たくさん
の仕事をしています。みなさんが気持ちよく本を読めて、
「おもしろい」と感じられる本と出会
えるように、みなさんの読書をサポートしていくので、２学期からもよろしくお願いします。

【放送委員会 Ｓ．Ｍ】
１学期は細かいミスがあったり、企画放送の役割分担・時間配分がうまくできなかったりするこ
とがありました。これからは分からないことは確認し合ったり、よりよい放送のために意見を出し
合ったりすることを意識して取り組んでいきます。そして、２学期はみなさんが聞きやすく、楽し

い放送にしていきたいと思います。
【保健委員会 Ｔ．Ｒ】
保健委員会は、学校の石けんの補充、水質検査、保健室に来た人のけがや病気の記録を書く
などの仕事をしています。保健委員のみんなが責任をもって、協力して活動できるようにした
いです。そのために、５年生に仕事を教えたり、自分も積極的に行動したりしてみんなのお手
本となり、引っ張っていける委員長を目指していきたいです。
【集会委員会 Ｙ．Ａ】

うう

集会委員会では、全校のみなさんに、楽しんでもらえるように新しいゲームを考えています。
１学期はゲームを考えたり、みんなをまとめたりすることの大変さを改めて感じました。１学
期に学んだことを生かして、２学期はより楽しい集会にしたいと思っています。
【運動委員会 Ｉ．Ｓ】
運動委員会では、石灰倉庫の掃除をしたり、みんなが使っているクラスボールや体育館にあ
るボールに空気を入れたりしています。１学期の運動集会では、みなさんが楽しく運動してい
たのでよかったです。２・３学期もみなさんが楽しく安全に運動できる集会を考えていきます
ので楽しみにしていてください。

