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本校は、今年開校 45 周年を迎えました。それを記念して、
「関前南小開校 45 周年記念集
会」を行いました。その時の一コマです。（5，6 年生の児童が全校児童に質問します）
Q なぜ関前という町にあるのに、私達の小学校の名前にわざわざ
南を付けたのでしょう？
１ 関前北小学校があったから。
２ 関前の南にあることを、分かりやすくするため。
３ 千川小学校が昔、関前小学校という名前だったから。
A 正解は３です。

関前南小学校 45 周年記念集会

（全校児童 え～？！）

→関前小学校は、関前南小学校ができた時にはすでに千川小学校と改名されていたそう
ですが、千川小学校の卒業生が混乱することを避け、「南」をつけたのだそうです。
さて、５，６年生の発表の中で他にも関前南小学校の面白い歴史を知ることができました。
開校した 1971 年（昭和 46 年）は、吉祥寺のサンロードができた年、カップラーメンが登
場した年です。第五小学校の児童数が増えたことから、畑を切り拓き新校舎を造りました。
校舎は５月 20 日に完成し、約 12 日間かけて学校の備品や道具をみんなで新校舎に運び入
れたそうです。６月１日に、
『お別れ式』が第五小学校の校庭で行われました。両校児童が、
「お世話になりました」
「よい学校をつくってください」と挨拶し合ったそうです。しかし、
関前に住んでいる６年生は卒業を控えているので、第五小学校に残りました。とすると、開
校当初は５年生が、関前南小学校の最高学年だったのですね。
45 年前の出来事を知ることにより、関前南小学校をつくっ
た多くの人々の願いや思いを感じました。また、千川小学校と
第五小学校がさらに身近に感じられ、親しみが湧いてきた児童
もいたのではないかと思いました。
当時開校に携わった方々は、今の関前南小学校を見てどのよ
第五小学校でのお別れ式
うに思うでしょうか。昔と変わらず「よい学校ですね」といっ
てもらえると嬉しいです。今月１５日（金）には、全校児童と教職員で開校 45 周年記念の
航空写真を撮ります。「この広場から」の人文字をつくり、全校での集合写真も撮る予定で
す。平成 28 年度を思い出が刻まれる 45 周年にしたいと考えています。
○関前南小学校地域コーディネーター… 民生児童委員： 島田豊文さん
ご
紹
介

～地域の学校としての協働活動を推進してくださいます。
○武蔵野市スポーツ推進委員… 本校保護者： 秋山聡さん・森宏治さん
～スポーツデーなどの日に子どもたちに運動の楽しさを教えてくださいます。
んに

♪関前南小吹奏楽クラブ２０１６♪ 僕の、私の「意気込み」
（○数字は学年）
♯フルート
⑥Ｉ・Ｋ ☆いつも全力で、だれよりも努力し、先生や世話人さんなど、すべての方に感謝しながら練習に励んでいきたいです。
⑥Ｔ・Ｓ ☆私は、パートの中で皆が協力して苦手な部分などを克服し合えるようにしたいです。またパートリーダーとして皆をまとめていきたいです。
⑥Ｍ・Ｈ ☆６年生になり、皆で合奏する楽しさと目標を達成する喜びを学びました。これからは、後輩にもそのことを伝え、最高の演奏をしたいです。
⑤Ｋ・Ｓ ☆６年生や講師の先生に教えてもらったことを覚えて、毎日の練習に生かしていって、どんどん上手になりたいです。
⑤Ｍ・Ｎ ☆５年生になって少しは成長したので、これからももっと吹けるようになりたいし、４年生にもちゃんと教えられる５年生になりたいです。
⑤Ｙ・Ｈ ☆私は、楽譜通りに間違えずに演奏したいです。また、速さに遅れないようにしたいです。
④Ｋ・Ｓ ☆新入部員として先輩の足を引っ張らないようにしたいです。いっぱい練習してコンクールで金賞をとって全国大会に出たいです。
♯クラリネット
⑥Ｏ・Ｈ ☆副パートリーダーとして、パートリーダーをサポートしながら下級生にも教えてあげたいです。そして最高の演奏をしたいです。
⑥Ｋ・Ｙ ☆パートリーダーとして、また６年生として、自分のことだけでなく周りの人のことも考えて、よいクラブをつくっていけるようにしたいです。
⑥Ｓ・Ｙ ☆下を見ず高い目標をもち、今まで習ったことを生かして１秒も無駄にしないように、日々の練習に取り組みたいです。そして悔いの残らない演奏になるようにしたいです。
⑥Ｙ・Ｒ ☆今年度入部したので、他の６年生と同じレベルになるのは難しいと思います。だから、少しでもパートの力になれるように練習したいです。
⑤Ｕ・Ｓ ☆５年生として、４年生を引っ張り、６年生をサポートして、協力してお客さんが感動できるような演奏をしたいです。
⑤Ｔ・Ｕ ☆６年生を支えながら、パートの４年生に優しく教えたいです。自分も６年生みたいにすらすら吹けるようになり、皆に完璧と言われたいです。
④Ｎ・Ｋ ☆先輩の上手な演奏を見習って、きれいな音でいろいろな曲を吹けるように、少しでも多く練習をして先輩に追いつきたいです。
④Ｈ・Ｃ ☆後輩としてもっとがんばって、先輩を追いこせるように必死でがんばりたいです。特に私はまだまだなので家でもたくさん練習したいです。
♯サックス
⑥Ｉ・Ｋ ☆副クラブ長として常に部長をサポートし、聴いている人に元気を与えられるように、そして地域の方、先生方に感謝して精一杯演奏したいです。
⑥Ｏ・Ｒ ☆６年生として、パートリーダーが困っていたら積極的に意見を出して、パートリーダーを支えられるようにしたいです。
⑥Ｓ・Ａ ☆聴いている人たちが聴感動するような演奏がしたいです。そのためにいつでも高い目標をもって、しっかりと後輩に教えたいです。
⑥Ｔ・Ｋ ☆後輩にもしっかり教えながら、自分もどんどん上達して、
「サックスすごいね」とパートがほめられるようにがんばります。
⑤Ｍ・Ａ ☆後輩に優しくし、先輩や先生の話を聞いて、足を引っ張らないように真面目に練習に取り組んで、この１年間がんばっていきたいと思います。
④Ｏ・Ｈ ☆私は、いつでも最初から、先輩みたいにきれいな音が出せるように、がんばりたいです。
♭トランペット
⑥Ｋ・Ｈ ☆コンクールで予選などを通過するため、自分のことも後輩やパート全体のことも見て、自分にできることを一生懸命にやりたいです。
⑥Ｈ・Ｓ ☆パートリーダーとして時間に気を付け、クラブ全体のことも自分のこともよく考えて取り組もうと思います。

⑥Ｍ・Ｙ ☆４年生からたくさんの曲を吹いてきました。曲の速い所も遅い所も、人の何倍も努力し、聴いている人みんなが感動するような演奏をします。
⑤Ｍ・Ｋ ☆朝は、早く来ていっぱい練習します。姿勢を正しくし、集中してがんばります。
④Ａ・Ｔ ☆「海の男たちの歌」では、苦手な所をなくして、お客さんの心に響くようなきれいな音色で吹きたいです。そのために練習をがんばりたいです。
♭ホルン
⑥Ａ・Ｔ ☆２年間の経験を生かし、より美しい音で吹いて、くいの残らない演奏をしたいです。そして、皆と心を１つにして最高の音楽をつくりたいです。
⑥Ｋ・Ｍ ☆３年目で先生も変わり、曲もソロやソリなどが出てきて難しいけれど、６年生として自分の練習をしながら、４・５年生にも教えられるようにがんばります。
⑥Ｓ・Ｍ ☆「部長として常に全体をリードする」という目標をたて、そのために基礎をおろそかにせず、物事を理解して上で返事をして、よりよいクラブにします。
④Ｈ・Ｈ ☆６年生の足を引っ張らないように、６年生をよく見て、次の４年生に教えることをいろいろ学びたいです。
④Ｍ・Ｙ ☆４年生としてできる所を増やして、６年生の足を引っ張らないようにがんばっていきたいです。
♭トロンボーン
⑥Ｅ・Ａ ☆私は副パートリーダーになりました。だから、工夫して下級生に教え、私が先輩に教わってきたことを全て伝えたいです。
⑥Ｔ・Ｋ ☆パートリーダーとして、後輩の手本になりたいです。そして今までの先輩達のようなきれいで大きな音が出せるようにがんばります。
④Ａ・Ｍ ☆今年は初めてなので、まずは基礎練習からがんばっていきます。そしてコンクール曲ではお客さんが美しいと思う音で吹きたいです。
④Ｎ・Ｙ ☆先生や６年生のアドバイスをよく聞いて、足を引っ張らない演奏ができるようになりたいです。そして悔いのない１年にしたいです。
♭ユーフォニウム
⑥Ｋ・Ｋ ☆パートリーダーとして後輩にできるだけのことをして、自分で自分を厳しくしていき、皆と力を合わせて最後の演奏をしたいです。
⑥Ｍ・Ｓ ☆私は６年生から吹奏楽を始めたので迷惑をかけることがたくさんあると思うけれど、自分なりにがんばってうまくなりたいです。
⑤Ｋ・Ｒ ☆６年生を支えながら、新入生も教えていきたいです。また、練習をたくさんして、よい音で演奏したいです。
♭チューバ
⑥Ｋ・Ｒ ☆吹奏楽クラブに入って、努力は実現につながると知ったので、大会まで努力してよりよい演奏を目指していきたいです。
⑥Ｙ・Ｋ ☆今できることを下級生に伝え、更に自分も向上するように努力したいです。
「また聴きたいな。
」と思ってもらえるような心に残る演奏をしたいと思います。
⑤Ｉ・Ｒ ☆ぼくは新入部員なのでまだ出ない音がたくさんあるから、早く吹けるようになって先輩の手助けができる後輩になりたいです。
♪パーカッション
⑥Ａ・Ｓ ☆６年生として、自分のことだけでなく、４年生や５年生のことも考えられるようにしたいです。
⑥Ｉ・Ｙ ☆パートリーダーとしての自覚をもち、下級生に正しく教えられるよう、人一倍努力し、最高の音楽をつくっていきたいです。
⑥Ｔ・Ｔ ☆今はまだ楽器に慣れることに精一杯なので、２学期や３学期にはたくさんの曲を演奏できるようにし、４年生にしっかり教えていきたいです。
⑤Ｓ・Ｏ ☆去年は教えてもらうことが多かったけれど、今年は４年生も新しい６年生も入ったので、大変だと思うけれど教えることもがんばりたいです。
④Ｆ・Ｍ ☆私の目標は、皆の足を引っ張らないようにして、聴いている人が風景を想像できるような演奏をすることです。
④Ｙ・Ｉ ☆先輩を見習って「はい」という返事を大きな声でしたいと思います。そして、楽器の演奏が上達するように練習をがんばります。

７月の行事予定
・協力して仕事をしよう

１ 金 安全指導 保護者会（中）
２ 土 避難学校一泊体験（５，６）～3 日

今月は「クリーン月間」そして、生活目標は「協

３ 日

力して仕事をしよう」です。１学期も最後の月と

４ 月

なりました。しっかりと掃除に取り組ませ、気持
ちよく夏休みを迎えることができるように指導
していきます。
委員会などの日常的な活動にも一
生懸命取り組んでいます。
一人一人が与えられた
役割をしっかりと果たすことで、学級や学年、さ
らには学校全体がよりよくなっていきます。
しか

全校朝会 ふれあいロング
栄養指導（４） 保護者会（高）
５ 火 朝読書 避難訓練 保護者会（低）
６ 水 集会（関前アドベンチャー宣伝集会）
朝読書 委員会
７ 木

児童生徒の学力向上を図るための調査（５）

８ 金 ふれあいタイム
９ 土

し、自分だけで頑張るのではなく、友達と支え合

10 日

い、
助け合いながら協働して活動することの大切

11 月 全校朝会 地区班下校
関前アドベンチャー
12 火
うさぎ飼育指導（２）
13 水 児童集会
朝読書 あいさつ運動 特別時程
14 木
学校保健委員会
学級の時間(東京ベーシック・ドリル)
15 金 あいさつ運動
航空写真撮影
16 土

さを学ばせていきます。
ご家庭でも、
家族の一員としての役割について
話し合ったり、
役割を果たすことの大切さについ
て考えさせたりしてください。 （生活指導部）
【日光移動教室】
６年生は、６月２７日～２９日まで、日光移動
教室へ行きました。
１日目は、大谷資料館、日光東照宮、華厳の滝
の見学をしました。世界遺産の日光東照宮では、
自分が調べた場所を順番にガイドし合いました。
周りの観光客から拍手をもらうほどの名ガイド
もいました。２日目は、小雨が降っていたので、
午前中に自然博物館を見学し、光徳牧場で昼食を
とりました。午後は、雨が上がったので日光国立
公園の戦場ヶ原を歩きました。その後、宿舎の近
くにある足湯に入り、疲れた足を癒しました。３
日目は、埼玉県のさきたま古墳を見学しました。
多くの学びがあった３日間でした。５６名全員
で参加することができたこと
が、何より嬉しかったことで
す。この後、しっかりと見学
のまとめをしていきます。

17 日
18 月 海の日
19 火 朝読書 給食終了 航空写真予備日
20 水 終業式

大掃除

21 木 夏季休業日始
22 水
【夏季休業中の予定】
23 木
ジャンボリー ：７/２１（木）～２３（土）
24 金
個人面談：７/２１（木）～２９（金）
（希望制）
25
水
まなべえ：前半：７/２５（月）～７/２９（金)
26 木 後半：８/２２（月）～８/２６（金）
夏季水泳指導：前半：７/２５(月）～８/３(水）
27 金
後半:８/２２(月）～８/２９(月）
28 土
３年特別水泳教室：７/２１(木）
・２２（金）
29 日
図書室解放日:
７/２９（金)・８/２６（金）
30 月
多摩地区管楽器演奏会：７/２６（火）
31 火
都小学校吹奏楽コンクール：８/３（水）
ラジオ体操: ８/２５（木）～８/３１（水）

