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関南健児の

このファイト！

校長 菅原 このみ
天気に恵まれた５月２８日、平成２８年度の運動会を開催しました。当日は、たくさんの
保護者やご親戚の皆様、地域の皆様のご声援をいただき、子どもたちは胸を張って演技や競
技に臨むことができました。本校の運動会を支え、励ましていただいたことに、心より感謝
申し上げます。
今年の運動会は、夏日が続く中での練習となりました。安全に配慮して無理のない計画で
進め、水分補給も十分行いながらの練習でしたが、やはり暑さはこたえます。その中でも、
子どもたちは授業と運動会練習の切り替えを行い、落ち着いて過ごしていました。当たり前
と言えば当たり前のことなのですが、しっかり頑張ろうという強い気持ちがなくではできな
いことだと思います。また、各ご家庭で、規律正しい生活や健康管理等でご配慮いただいた
ことも大きな要因だと思っています。ありがとうございました。
この運動会への取り組みを通して、６年生は最高学年としての自覚を強くもち、きりっと
した顔つきに変わってきました。５年生も、本校の高学年の姿である「みんなのために一生
懸命頑張ることはすてきなこと」という姿勢に近づいてきました。これからが楽しみです。
ところで、開会式で子どもたちが歌った「運動会の歌」をお聴きいただけたでしょうか。
この歌は、関前南小学校オリジナルの運動会の歌です。歌詞の中にも「関前健児のこのファ
イト」という言葉が出てきます。ここがみんなのお気に入りです。大きな行事に、みんなで
大切にできるオリジナルの歌があることはとてもすてきなことだと思っています。お聴き逃
しになった方は、どうぞお子さんに歌ってもらってください。きっと喜んで歌うと思います。

関前南小学校は 今年 開校４５周年を迎えます
６月１日は、本校の開校記念日です。今年は開校４５周年という区切りの年です。
学校ではそれを記念して、６月１０日（金）学校公開日の１校時に「４５周年記念集
会」を開き、全校で学校の４５周年をお祝いします。低・中・高学年からクイズを出
したり、踊ったり、みんなで歌を歌ったりして過ごします。
関前南小学校は、第五小学校の児童数急増のため、そこから分かれて新たに武蔵野
市で第１３番目の学校として、昭和４６年に設立されました。校章の周りのけやきの
葉が１３枚なのは、１３番目の学校という意味があるのだそうです。当時は１年生か
ら５年生までの３２９人、１０クラスでのスタートでした。６年生は第五小学校に残
ったので、この年には卒業式は行われていません。このような学校の歴史についても、
４５周年記念集会の中で触れていきます。学校の歴史を知ることも、区切りの年なら
ではのことだと思います。

たてわり班長の抱負
毎月第２，４金曜日の朝の時間は「ふれあいタイム」です。たてわり班で、どろけいやドッジボー
ルなどをして遊びます。関前アドベンチャーでは、班ごとにゲームコーナーを開き、交代で店番をし
たり回ったりします。ふれあい班を引っぱるのは、やる気あふれる６年生の班長です。

１班
Ｓ・Ｍ
６年生になって初めてのことがたくさんあ
ります。その中で私が一番楽しみだった仕事
が、ふれあい班長という仕事です。私は、毎年
ふれあいタイムになると、とても楽しみで急ぎ
足で外に出ていました。それは、去年までのふ
れあい班長さんが、みんなが楽しめる遊びを考
え、行動していたからだと思います。その憧れ
の６年生になれたから、とても楽しみです。私
も昨年までの６年生と同じように、みんなが楽
しめる遊びを考えたいです。

４班
Ｅ・Ａ
私は、たてわり班長として、班のみんなが
協力し、明るい班にしたいと思います。また、
低学年に優しく接することができる班にした
いです。私が１年生の時、ドッジボールをし
ていて全くボールが取れませんでした。その
時に６年生がボールを取り、私に投げさせて
くれました。楽しく活動するには、班全体の
思いやりや協力が必要と考えています。私は、
１年間全学年が楽しいと思える内容を考え、
行動したいです。

２班 Ｋ・Ａ
私は、友達が少ない人でも、たくさんいる
人でも、さらに友達をつくれるふれあいタイ
ムにしたいです。また、みんなが楽しいと思
えるような遊びを考えたいです。だから、高
学年と低学年が一緒に遊べるゲームを考えた
り、みんなの意見を取り入れた遊びをしたり
など工夫したいと思います。班長としてみん
なから尊敬される班長になりたいです。１年
間よろしくお願いします。

５班
Ｍ・Ｈ
私は、ふれあい班長としてみんなをまとめ
られるか、正直不安でした。しかし、遊んで
いる時のみんなの笑顔を見て元気になりま
した。このことから、私はみんなが笑ってく
れるような遊びを考え、笑顔あふれる班にし
たいです。そして、自分も笑顔で楽しく活動
できるように頑張ります。１年間よろしくお
願いします。

３班
Ａ・Ｔ
僕は、責任をもって行動したいです。班の
みんなが楽しく、安全に遊べるように心がけ
たいです。班長として自覚をもち、人に相談
するのではなく、自分で考えてみんなをまと
めていきたいです。そして、みんなにふれあ
いタイムは楽しいと思ってもらいたいです。
１学期以内にみんなをしっかりとまとめられ
る班長になりたいです。１年間よろしくお願
いします。

６班
Ｔ・Ｋ
私は、常に「リーダー」という意識と責任
をもって行動したいです。そして、みんなで
仲良く、楽しい遊びをし、ふれあいタイムが
初めての１年生に積極的に話しかけたいで
す。私は、みんなに伝わりやすく話すことが
苦手なので、分かりやすく話せるように頑張
ります。下級生のお手本となるような班長に
なり、みんなを楽しませたいです。１年間よ
ろしくお願いします。

７班
Ｋ・Ｙ
私は、ふれあい班長としてみんなをまとめて、楽しい遊びを考えるようにしたいです。また、７班のみ
んなから信頼される班長になりたいです。朝の時間は１５分間と短い時間なので、遊ぶ時間を長くするた
めに、ルール説明などの時間を短くして分かりやすく話したいです。私は、７班をみんなで楽しく盛り上
げていけるような班にしていくように頑張ります。１年間よろしくお願いします。

８班
Ｎ・Ｒ
私は、８班が、全ふれあい班の中で一番仲
良しな班にしたいです。だから、遊びの中で、
班の人の名前を覚えられるものを取り入れ、
楽しめるものにしたいです。また、みなさん
が楽しく満足できるように、次にやりたい遊
びを聞きたいです。
「この遊び、つまらない
な。
」と思う人が一人もいないように、同じ遊
びでもルールを工夫したいです。１年間よろ
しくお願いします。

９班
Ｍ・Ｙ
ふれあいタイムは、全学年が集まって遊
ぶため、いろいろな学年と仲良く、楽しく
遊べるようにしたいです。また、みんなが
「またこの遊び？」という気持ちにならな
いように、遊びやチーム分けを工夫したい
と思います。班長として自分から積極的に
動き、スムーズに遊べるようにみんなをま
とめていきたいです。

１０班
Ｓ・Ｙ
私にとってふれあいタイムは、全児童がふ
れあうことのできるとてもいい時間だと思
います。だから、私はこの時間を無駄にしな
いために、仲間外れの子はいないか、安全に
楽しく遊べているかなど、しっかり目を配っ
て確認したいです。そのために、どの学年で
も楽しく遊ぶことができ、つまらない気持ち
にさせないように努力したいです。そして、
１年後には、みんなの心の中にふれあいタイ
ムの思い出が残るようにしたいです。１年間
よろしくお願いします。

１１班
Ｙ・Ｍ
私は、ふれあい班長として１１班のみんな
が仲良く、楽しく、安全に遊ぶことのできる
班を目標に頑張ります。そのためには、同じ
遊びが何度も続いたり、班の中でけんかなど
が起こらないように気を付けたりしたいで
す。また、遊びを楽しくするために、６年生
が積極的に行動し、遊ぶ時間をたくさんつく
っていきたいです。１年間よろしくお願いし
ます。

１２班
Ｋ・Ｒ
私は、１２班全員が安全に楽しく遊べるよう
に工夫をしたり、責任をもって仕事をしたりし
ていきたいです。私は、班でつまらなそうにし
ている子には声をかけてあげたり、ふれあいタ
イムが初めての１年生に優しく教えたりして
いきたいです。また、班長としての自覚をもち、
分かりやすいルール説明を心がけて積極的に
活動していきたいです。この１年間で、班のみ
んなから「あんな６年生になりたい。
」と思わ
れるような班長になりたいです。

１３班
Ｈ・Ｋ
１年生の頃、たてわり班長が優しく接して
くれ、
「僕もあんな風に、面倒を見てくれる班
長になりたいな。
」と思っていました。これか
ら班をまとめるために、楽しく、けがなく、
みんながワクワクするような遊びを一緒に考
えていきたいです。メンバーに大きな声で聞
こえるように話をし、困っている人がいたら
進んで教えていきたいです。これから１年間、
よろしくお願いします。

６月の行事予定
・ていねいな言葉で話そう

学級の時間 開校記念日 まなべえ
ヤゴレスキュー（３）
２ 木 朝読書 委員会活動
１ 水

６月は「ふれあい月間」で、生活目標は「ていね
いな言葉で話そう」です。この目標は、昨年度の学

３ 金 安全指導

校評価の中に「子どもたちの言葉づかいが気にな

４ 土

る。」「ていねいな言葉をつかってほしい。」とい

５ 日

うご意見があったことから設定した生活目標です。

ていただき、学校の言語環境がよりよいものとなる

６ 月 全校朝会 歯科検診（全）
朝読書 スポーツテスト（高）
７ 火
眼科検診（全）
集会 スポーツテスト（中・低）
８ 水
脊柱検診（４・対象者） まなべえ
朝読書 スポーツテスト（予備日）
９ 木
小麦脱穀（４）
学校公開日 ４５周年記念集会
10 金
日光移動教室保護者会（６）
11 土 学校公開日 学級の時間 セーフティ教室

よう、ご協力お願いします。（生活指導部）

12 日

言葉は、つかい方一つで友達をうれしい気持ちにも
悲しい気持ちにもさせる力があります。学校では、
子どもたちが友達とよりよい関係を築くことがで
きるよう、言葉づかいについて考えさせ、学校のみ
んなが気持ちよく生活できるようにしていきます。
ご家庭でもお子さんと言葉づかいについて確認し

全校朝会 水泳指導始
スマイルキャンペーン（～２４日）
朝読書 避難訓練
14 火
自転車点検 15:00～16:30 特別時程
15 水 集会（図書委員会） まなべえ
13 月

【水泳指導】
６月１３日（月）～９月１３日（水）まで体育の
授業で、水泳指導を始めます。
水泳は一人一人がめあてをもち、それに向けて努

16 木 朝読書 クラブ活動
17 金 ふれあいタイム 中学校体験授業（６）

力する運動です。子どもたちが十分に水に慣れ親し

18 土

み、自分のめあてに向かって積極的に取り組めるよ

19 日 スポーツデー

う指導していきます。また、水泳を行う場合の注意

20 月 全校朝会 専門家スタッフ来校日

や約束を守り、健康や安全に気を付け、友だちと協

21 火 朝読書 ふれあいロング（２ｈ）まなべえ

力した水泳ができるよう指導していきます。

22 水 集会（運動）
朝読書 クラブ活動（反省）
23 木
開かれた学校づくり協議会
ふれあいタイム
24 金
日光移動教室事前検診（６） 教育相談日
25 土

水泳は多くの体力を要する運動でもあります。
『十分な睡眠をとる』
『朝食を必ずとる』など健康
管理を十分に行い、万全の体調で水泳に臨ませてく
ださい。また、耳鼻科等の治療を済ませ、つめや髪
の毛の確認もお願いします。プールカード忘れ、体
温の記入漏れ、押印漏れはプールには入れませんの
でご了承ください。

（体育的行事委員会）

今年のシティーバレエは武蔵野市民文化会館改修
のため、募集はありません。

26 日 ジャンボリー説明会
全校朝会 日光移動教室始（６）
27 月
調理員訪問（１－１）
28 火 朝読書
調理員訪問（１－２）
学級の時間 日光移動教室終（６）
29 水
まなべえ
学級の時間(東京ベーシック・ドリル)
30 木
交通安全指導（４．５．６/６ｈ）

