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次を目指して
校長 菅原 このみ
２学期が始まり、学校に活気が戻ってきました。やはり学校はこうでなくては。
この夏休みの間に、南米初のオリンピックがブラジルのリオデジャネイロで開催されまし
た。日本の選手の活躍ぶりを、テレビの前で固唾を飲んで応援された方も多かったことと思
います。時差が１２時間もあるので、ライブでご覧になった方は寝不足気味だったのではな
いでしょうか。日本はメダルの獲得数が多く、連日うれしい報道が続きました。メダリスト
たちは、現地でも帰国してからもテレビ番組に多く出演し、その健闘を称えられています。
メダリストたちは、こつこつと地道に努力を続けてきた集大成をあのような形で私たちに見
せてくれました。しかし、同じように血の滲む努力をしてオリンピックに臨んだにもかかわ
らず、結果が伴わなかった選手もたくさんいました。また、同じ色のメダルをもらっても、
歓喜の涙を流す選手と悔し涙を流す選手がいました。オリンピックを目指してここまで歩ん
できた一人一人のドラマがあるにもかかわらず、一瞬で明暗が分かれてしまうという残酷な
現実があります。私たちはそこに強烈に引きつけられ、共に喜び、共に悔しがり、多くの人々
と気持ちを共有したのではないでしょうか。閉会式で行われた次回開催地である東京への引
き継ぎ式でのパフォーマンスは、国内外で大変好評だったそうです。あれを見て、「４年後
には東京に行きたい。」と思った海外の方が多くいるようです。また、一緒に観戦していた
子どもたちの中には、
「次は自分が…。」という夢をもった子が、きっと世界中にたくさんい
たはずです。２０２０年の東京オリンピックへの弾みがつきました。
今年度より、東京都におけるオリンピック・パラリンピック教育「ようい、ドン」が都内
のすべての公立学校でスタートしています。「オリンピック・パラリンピック精神」と、オ
リンピックムーブメントの柱である「スポーツ」
「文化」
「環境」を合わせた４つのテーマが
設定され、
「学ぶ（知る）」
「観る」
「する（体験・交流）」
「支える」の４つのアクションを組
み合わせた教育活動を展開していきます。本校では、早速９月２６日に、シドニーパラリン
ピックで車椅子バスケットボールチームのキャプテンとして活躍された根木慎志さんをお
迎えし、お話を伺ったり車椅子バスケットの体験活動を行ったりします。また、各教科の中
でオリンピック・パラリンピック教育につながる単元の工夫を行い学習を進めていく予定で
す。
さて、今度は９月７日から同じくリオデジャネイロでパラリンピックが開催されます。こ
ちらもしっかり応援しなければ。また、眠れぬ日々がやってきます。
〈関前南小学校吹奏楽クラブ 金賞受賞 おめでとう〉
８月２８日（日）に行われた第３５回全日本小学校バンドフェスティバル
東京都大会において、本校吹奏楽クラブは「船乗りと海の歌」を演奏し、み
ごとに金賞を受賞しました。

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。

【バドミントンクラブ Ｙ・Ｒ】
バドミントンクラブは、全員女子で楽しく活動しています。サーブやラリー、素振りの基
礎をつくり上げます。ラリーが長く続いたり、ゲームで勝ったりすると、今まで練習してき
た達成感やバドミントンの楽しさを改めて感じることができます。また、一つ一つを積み重
ねて徐々に強くなっていきます。残りのクラブの時間は、一つ一つのことに工夫をして楽し
いクラブにしていきたいです。

【卓球クラブ Ｓ・Ｙ】
卓球クラブは、２４人と人数が多いクラ
ブです。だから、たくさんの人と卓球でふ
れ合うことができます。１学期は、主にサ
ーブやラリーなどの基本的な動作を練習し
ました。２学期は、ゲームに勝てるための
戦術も考える本格的な練習に取り組みたい
です。また、最終的に１年間でみんなが上
達できる卓球クラブにしたいと思います。

【科学・工作クラブ Ｋ・Ｋ】

【野球クラブ Ｋ・Ｊ】

【マンガ・イラストクラブ

科学・工作クラブでは、科学に興味があ
る人や工作が好きな人が楽しく元気に活動
しています。また、講師の先生が専門的な
ことを教えてくださることもあります。実
験で見たり触ったり体験したりできるのも
醍醐味です。これからも、みんなで協力し
て活動していきたいと思います。

Ｓ・Ｍ】
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【手芸・料理クラブ Ｈ・Ｍ】
手芸・料理クラブは、少人数で活動して
いるので、他のクラブよりも仲良くまとま
ることを意識して取り組んでいます。ティ
ッシュケースなどの小物を作った時は、多
目的室前に掲示しているので見てください。

【パソコンクラブ Ｊ・Ｒ】
私は、パソコンクラブを楽しくしたいと思
い、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。思うように進めることができないと
きもありましたが、２学期もしっかり指示を
して、みんなが楽しめるパソコンクラブにし
ていきます。

【代表委員会 Ｏ・Ｈ】
代表委員会では、関前南小学校がよりよくなり、全校児童が楽しく過ごせるようにするため
の仕事をしています。１学期は、子どもいじめ防止宣言の作成やあいさつ運動を頑張りました。
２学期は、ペットボトルキャップ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力を
入れていきたいと思います。代表委員も全力で頑張りますので、ご協力よろしくお願いします。
【栽培委員会 Ａ・Ｔ】
栽培委員会では、フウセンカズラ、アサガオなどの花やゴーヤを育てています。育てている
植物が多い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 Ｎ・Ｒ】
図書委員会では、主に本の整理、貸し出し、読書郵便の配達を仕事としています。また、切
手やしおり、読書郵便のはがきを作るなど、みなさんが気持ちよく楽しい本の世界に入れるよ
うに工夫しています。みなさんが図書室で思いっきり読書を楽しめるように努力するので、こ
れからもよろしくお願いします。
【放送委員会 Ｔ・Ｋ】
放送委員会では、朝やお昼の放送の他に、朝会や集会のマイクの準備など仕事が休みなくありま
す。お昼の放送では、給食の時間がさらに楽しくなるように、いろいろな曲を選んだり、企画を考
えたりしていきますので、楽しみにしていてください。また、機器の使い方や放送の仕方などを完
璧にして「ＳＨＩ」“最高の・放送を・いつまでも”を心がけて頑張っていきたいと思います。

【保健委員会 Ｔ・Ｔ】
保健委員会は、学校の石けんの補充、水質検査、保健室に来た人のお世話などの仕事をして
います。私は委員長としてメリハリのある行動を心がけ、協力できる保健委員会にしたいと思
います。そのために、５年生にしっかり仕事を教えたり、みんなを引っ張って行ったりして、
６年生として尊敬されるように頑張りたいです。
【集会委員会 Ｋ・Ａ】
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集会委員会では、全校のみなさんが楽しいと思ってもらえるようなゲームを考え、準備をし
ています。１学期はまだ慣れていなくて、みんなをまとめるのが難しいと思った時もありまし
た。２学期は５年生に分からないことを教えてあげたり、進んで仕事を引き受けたりするとい
うめあてをもってより楽しい集会をつくっていきたいです。
【運動委員会 Ｉ・Ｋ】
運動委員会では、運動集会を企画したり、みなさん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。みなさんが楽しくボール遊びをしている姿を見ると、
うれしくなります。２学期も、みなさんが楽しく・仲よく・安全に運動ができるようにしっか
り仕事をしていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。

・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

１ 木 始業式
長い夏休みが終わりました。今年はリオでのオリ
ンピックということで、競技を観戦するために寝不
足になった人も多いのではないでしょうか。学校で
は生活リズムを早く取り戻し、健康に気を付けて生
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、
「生活リズム表」と「チェックカ
ード」を持ち帰りますので、お子様と確認をお願い
します。
また、よい形で２学期をスタートさせることがで
きるように「気持ちのよいあいさつ」を意識して生
活していきます。あいさつの大切さについてもご家
庭で話す機会をもっていただきたいと思います。
（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１４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。
初めての宿泊体験を通し、友達と協力することの大
切さなどを学ぶことがねらいです。
５年生は、９月３０日（金）から６泊７日でセ
カンドスクールに出発します。
長野県飯山市をフィールドに、地域の特徴を生か
した課題別学習やその土地でしかできない郷土食
作り等を体験します。今までの経験にない長期の宿
泊になります。自分のことは自分でできるようにす
ることや人と人とのつながりの大切さを学ぶこと
もセカンドスクールのねらいとなります。
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）

２ 金 音楽朝会

大掃除
給食始

引渡し訓練
身体計測（中）

３ 土
４ 日
５ 月 全校朝会 保護者会（高）身体計測（低）
６ 火 朝読書 保護者会（中）身体計測（高）
７ 水 学級の時間 ４時間授業 五中職場体験
８ 木 あいさつ運動 朝読書 委員会活動
あいさつ運動 ふれあいタイム
９ 金
保護者会（低）
10 土
11 日 PTA 行事 10：50～『影絵劇』
12 月 全校朝会
安全指導 水泳指導終 着衣泳（６）
13 火
プレセカンドスクール事前検診（４）
学級の時間 高齢者疑似体験（６）
14 水
プレセカンドスクール（４）始
15 木 朝読書
16 金

学級の時間
プレセカンドスクール（４）終

17 土
18 日
19 月 敬老の日
20 火 朝読書 高齢者疑似体験（６）
21 水 集会
22 木 秋分の日
23 金 ふれあいタイム 応急救護訓練（６）
24 土
25 日
26 月 全校朝会 あすチャレ！
27 火 朝読書 栄養指導（１－１）
28 水 集会 まなべえ説明会 社会科見学（３）
朝読書 栄養指導（１－２）クラブ活動
29 木
セカンドスクール事前検診（５）
学級の時間（東京ベーシック・ドリル）
30 金 高齢者疑似体験（６）
セカンドスクール（５）始（～１０／６）

