
 

 

 

 

 

 

 
ロンドンの１７日 

－「見えざる努力」に気付かせていくことの大切さ－ 
                                              校長  橋本 茂樹 

 今夏、イギリスでは平和の祭典「オリンピック」が開催されまし

た。８月２９日にはパラリンピックが開幕しました。ロンドンオリ

ンピックには世界２０４の国と地域から約１１０００人の選手たち

が集いました。男女サッカーの一部試合を含めると実質１９日間。

スポーツによる正々堂々とした競い合いであり、日本でも多くの子

供たちが、栄冠に輝いた選手の活躍をしっかりと胸に刻んだことで

しょう。 
 ３連覇を果たしたレスリングの吉田沙保里選手や体操の内村航平

選手、悲願のメダルを獲得したなでしこジャパン、女子卓球チーム。「康介さんを手ぶらで帰らせ

るわけにはいかない。」と言った男子競泳メドレーリレーチーム等々。活躍した選手たちは実に誇

らしく光り輝いていました。 
 ロンドンオリンピックで栄冠を手にした選手たちは元々世界レベルの実力を十分に備えていた

わけではないと思います。活躍した選手たちは、多くの不安と強いプレッシャー等との戦いの中で、

これに屈することなく、自ら苦しい練習を積み重ねて輝かしい道を切り開いてきたのです。しかし

ながら、こうした厳しい場面を私たちが直接目にすることはほとんどありません。 
 そこで、子供たちには、「ロンドンの１７日」で繰り広げられてきた華々しい競技の奥には、困

難に屈せずに粘り強く取り組む選手たちの地道な努力があったことをしっかりと気付かせていく

ことが大切だと思います。何事も陽があたる部分に目が向きがちですが、その陰に隠れた「見えざ

る努力」の大切さを今回のオリンピックを通して子供たちにしっかりと伝えていきたいものです。 
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「生きる力」の基盤は健康・体力です。本校では、生涯にわたって運動に親しむ資質・能力を育

てたり、健康の保持増進と体力の向上を図ったりすることをねらいとして体育指導をしています。

来週からは、運動会に向けての練習が始まります。運動会に向け、子供たちは友達と励まし合った

り、認め合ったりしながら、子供たちなりの「見えざる努力」を積み重ねていきます。その過程で

自分の役割を精一杯果たす大切さ、協力、協調する大切さを体感させるとともに最後まで本気で頑

張る精神力などをしっかり身に付けさせていきます。保護者・地域の皆様には子供たちの強い心と

たくましい体つくりへの挑戦にご声援と励ましをよろしくお願いいたします。 
 ２学期は子供たちが心身ともに大きく成長する大切な学期です。体

力も学力も一瞬で育つ特効薬はありません。日々の小さな積み重ねこ

そが大切です。日頃から着実に取り組むべき学習を徹底させ、成果が

上がるように生活全般においても厳しく指導してまいります。２学期

も本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。 
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７／２７（金）～２９（日）まで、富山へ林間学園に行ってきました。姉妹校である富山市立上条小

学校の友達と寝食を共にして、交流を深めてきました。収穫体験、来拝山登山、焼き板作り、野外炊飯、

ナイトハイクなど立山の大自然に囲まれて楽しい時間を過ごしてきました。富山での思い出を、川柳に

まとめました。 

＜１組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しょうみょうだき 水しぶきあび はだうるり 大関 紗里衣 
手をつかい 力がつくぞ 来拝山 渡邊 航矢 
しょうみょうだき めいわくすぎる 水しぶき 那須 彩夏 
来拝山 木々の根や葉に 要注意 野口 結夢 
山登り てっぺんまでに 苦労した 阿川 季史 
来拝山 手と足使い 登るべし 齋藤 美結 
富山カレー ピーマン入れて 甘くなれ～。 長谷川 美月 
山登り 頂上につき 達成感 成瀬 希咲 
森歩く ゆうれい出るか 夜の道 松井 龍之介 
バスレクで みんなでカラオケ もりあがる 齋藤 翼 
トータルで つかれてしまった ぼく班長 猪股 海人 
みんなでね いっしょにねたよ たのしかった 瀧澤 香菜子 
山登り 天国見えた 頂上だ 紙屋 仁志 
山の中 はげましあって 頂上へ 鈴木 凜太郎 
山登り 段差がそこに 要注意 市川 明葉 
夜の道 おびえ不安な けもの道 矢部 碧唯 
来拝山 はげまし合って 登ったよ 國富 菜々海 
ヘビ発見 ニョロニョロうごく 来拝山 荒井 颯太 
登ったよ 声かけあって 来拝山 河田 萌衣 
登山はね 道はけわしく 大変だ 大野 琉 
山のぼり ドンドンのぼり くだりみち 石井 龍成 
来拝山 力を合わせて 登ったよ 加賀 萌々香 
協力や 苦労も味わう 来拝山 根本 はな 
みどりとう うわさのゆうれい あえるかな？ 五月女 心優 
おいしいな みんなでまよった バイキング 神山 月丸 
ぐんぐんと 登る山道 来拝山 藤懸 悠樹 
三日間 みんなで築いた 一つの輪 山本 拓真 
富山での ナイトハイクは こわかった 安川 賢 
頂上で 見えた景色は 最高だ 佐瀨 大知 
来拝山 コケたら とまらん 下り坂 坂詰 一樹 
夜の森 あんまり見えない あぁっあぶね 尾林 大輔 
焼き板で つめをいっぱい よごしたよ 笹部 大輝 
富山県 自然とたくさん 仲良しに 駒形 南月 
虫や鳥 自然がいっぱい 富山には 西川 流菜 
私達 歴史の中に 入ったよ 塚原 有希 
上条と 富山で仲よく 親友に 阪本 博隆 
山のぼり 自然と仲間 団結だ 小林 和奈 
テーブルを みんなでかこって なかよしに 及川 万里奈 
暗い道 ナイトハイクで 歩いたよ 船木 学人 
上条と 仲よく交流 友だちに 八木橋 春輝 
 

富山県 見わたす限りの 緑のカーテン 島添 恵衣 
山登り 上条小と 協力し 池田 愛 
楽しかった また行きたいな ナイトハイク 石井 杏実 
富山県 ナイトハイクが こわかった 三島 海斗 
カメラマン 入り口待って おどろいた 吉田 光 
富山県 自然がたくさん ありました 内藤 憧子 
立山は 空気がおいしい うれしいな 日下 智弥 
来拝山 頂上ついたら 絶景だ 越後 民代 
富山県 自然がいっぱい 緑の景色 山田 彩野 
上条と ナイトハイクで こわかった 金沢 陽太 
富山はね 一面自然 気持ちいい 服部 由芽 
山登り みんなで助け 頂上へ 村松 篤弥 
上条小 仲良くなれた 三日間 大橋 天音 
来拝山 とても高くて 暑かった 秋葉 凜太郎 
上条と 交流で楽しく 友達に 岡村 槙 
来拝山 たくさん歩いて きつかった 駒形 大輝 
みんなとね カレー作りが 楽しいよ 鳥山 奈津 
滝を見て 水が青くて きれいだな 佐藤 愛莉 
富山県 自然がたくさん ありました 坂田 千紘 
ハイキング 自然たくさん 思い出ね 大石 寛人 
山の中 立ち入り禁止 どうしてだ 今野 瑞己 
富山県 自然がいっぱい きれいだね 今井 美恵 
称名滝 風にのって 水とどく 山本 幸陽 
夜の道 暗くてこわい さけぶほど 手代木 祐美 
交流で 友達たくさん できました 吉田 隼生 
来拝山 自然に恵まれ 無事成功 飯塚 颯葵 
富山県 豊かな自然 緑色 林 沙弥 
お山でね 迷子になって 困ったな 東 功昌 
夜の森 トントン探しに いざ出発！！ 石川 満月 
来拝山 少しつらいが 登れたよ 國富 寧々花 
都会では 見れない自然 感じたよ 古市 翔子 
来拝山 自然がたくさん あるんだな 山本 陽生 
お別れ会 悲しいけれど 笑顔でね 田上 萌音 
来拝山 協力し合って 登ったよ 權田 良介 
ライトをね ナイトハイクで とりあった 越中谷 侃 
バイキング カレーがうまい 甘口の 大島 立士 
森林に 囲まれている 富山県 長井 夏実 
幸せだ 食べ放題の バイキング 中村 心大  
滝の水 風にふかれて 飛んでくる 柳澤 龍太 
 

多くの児童が参加しました 

７月２３日（月）から８月３日（金）まで、各学年団で５日間、国語、算数の学習を行いました。暑い中、

水筒とまもるっち、そして学習用具を持って「たくさんのやる気」が集まりました。国語では漢字、語句、文

章の読解など普段の学習から少し離れて興味のある学習に取り組めました。算数では、１学期の復習を兼ねて

計算、図形、文章問題などに取り組み、１学期にあった少しの不安を自信に変えて帰宅する児童もありました。

また、英語については、例年のように英語検定５級と児童英語検定の学習に多くの児童が毎回一生懸命に取り

組みました。英検では、毎回２０以上の単語の意味を学習し、授業の初めと終わりに小テストを行い、確実に

覚えるように工夫しました。児童英検では、新しいテキストを導入して児童の意欲を高めました。さあ、２学

期も・・・Let’s enjoy English. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の行事予定 

 

 

記録的な暑さを記録した夏休みで 
した。夏休みの水泳には多くの子供 
たちが参加しました。光化学スモッグや天候不良のため水泳ができない時もありましたが、事故なく

無事に終えることができました。ご家庭での健康チェックや準備等ありがとうございました。引き続

き、２学期も安全に気を付け指導していきます。今後とも、ご協力よろしくお願いします。 
現在、子供たちの体力が長期的に低下傾向にあり、保護者の皆様の世代より大きく低下しているこ

とは報道等でご存知のことかと思います。東京都では子供の体力向上に向けた取り組みとして、都内

公立学校の子供たちを対象に体力テストを行っています。本校も５～６月に実施したテストの結果を

基に、子供たちの体力向上に向けた一つの目安として活用していきたいと思っています。(結果は担

任から子供に個票を渡します。１２月頃にはお渡しできる予定です。) また、学校でも体育科の授業

のさらなる充実を目指し、工夫・改善に取り組んでいきます。体育科の授業以外でも、本校では全校

児童の体力向上に向けた取り組みとして、なわ跳びを年間通して取り組むようにしています。運動委

員会を中心に、１学期には３分間長なわ跳び・みんなでジャンプ、２学期には短なわ跳び・３分間長

なわ跳び、３学期には３分間長なわ跳び・みんなでジャンプを実施します。１学期には朝や休み時間

にクラスで練習に取り組んだり、２学期には短なわ集会やなわとびカードを使ったりし、技の習得を

目指していきます。継続的に運動に取り組むことで、子供たちの持久力や調整力を育てていきます。

ご家庭でも、休みの日などに一緒に運動に取り組んでみてはいかがでしょうか。 
さて、９月からは運動会に向けての練習が始まります。子供たちの体力向上に向けた取り組みの一

つの行事として、短距離走や表現などの運動を行います。運動することで、友達と競い合ったり、協

力し合ったりし、体力だけでなく精神力も養っていきたいと思います。熱中症やけが等がないよう指

導していきます。また、ご家庭でもタオルや水筒の準備等よろしくお願いします。 

１学期に植木鉢を使って子供たち一人一人がミニト 

マトを育てました。小さな種に驚き、本葉の形がぎざ 

ぎざだったり、トマトのにおいがしたりすることに気 

が付きました。黄色い小さな花が咲き出し、緑の可愛 

い実を発見し大喜びでした。夏休み中に、家に持ち帰 

り実が赤くなり収穫できたようです。また、プランター 

では、ナスとキュウリとピーマン、大豆も育てていま 

す。「キュウリのとげは、あたらしいしるしだよね。」「ナスがたくさん大きくなったよ。」と嬉しそうに中

庭遊びをしていた子が教えにきてくれました。塩もみや浅漬けにして、みんなでおいしく食べました。夏 

      休みのサマースクールや夏季水泳指導に参加した帰りに

は、収穫したピーマンやナスを持ち帰りました。 

長いようで短かった４２日間の夏休みでした。夏休み前 
半のサマースクールではのべ１００人が参加して国語や

算数、英語の学習に集中して取り組みました。夏季水泳指

導では、のべ１４０人が参加して、水遊びを楽しんだり、

上の級を目指して一生懸命泳いだりすること 
ができました。 

  

みんなで

ジャンプ 
３分間 

８の字とび 



 

 

 

 

 

 

 

 

～生活指導部より～  

  

日 曜 行 事 予 定 

１ 土 始業式 引き渡し訓練 

２ 日  

３ 月 給食始 大間窪漢字検定始 あいさつ運動始 

４ 火  

５ 水 午前授業 

６ 木 ｾｰﾌﾃｨｰ教室(低) 

保護者会(1,2,3 年,なかよし学級) 

７ 金 ｾｰﾌﾃｨｰ教室ビデオ視聴(高) 

水泳指導終 保護者会(4,5,6 年) 

８ 土 戸越八幡祭礼 

９ 日 戸越八幡祭礼 

10 月 児童朝会 クラブ活動 運動会時間割始 

11 火 安全指導日 ふれあい給食(2,4 年) 

12 水 豊葉の杜中授業体験(6年) 

13 木 運動会集会 

14 金 どんぐり拾い(1,2 年) 

15 土 午前授業(土曜時程) 

PTA 実行委員会 10時～ 天祖神社祭礼 

16 日 天祖神社祭礼 

17 月 敬老の日 

18 火 運動会全校練習 

19 水 運動会集会 

20 木 運動会全校練習 

21 金  

22 土 秋分の日 

23 日  

24 月 児童朝会 

25 火 運動会全校練習 

26 水 午前授業 運動会集会 

27 木  

28 金 運動会前日準備 あいさつ運動終 

29 土 運動会 

30 日 運動会予備日 

１ 月 都民の日 

２ 火 振替休業日 

≪PTA 夏まつり写真販売≫  

９月６日(木)７日(金)  １F ランチルームにて 

①PM2:30～3:00  ②PM4:00～5:00  

９月のめあて 
・生活目標 

～規則正しい生活をしよう～ 

・保健目標 

～生活のリズムを整えよう～ 

・給食目標 

きれいな教室でおいしい給食を食べよう

～ 

夏休みが終わり、今日から 2 学期が始まりました。 
心や身体がひと回りもふた回りも大きくなった子ども

たちの声が、校舎いっぱいに響くと、とてもうれしくな

ります。 
さて、楽しい学校生活を送るために、子供たちには次

のことを心がけさせたいと思います。 
① 早寝･早起きをする。 

その日の疲れを十分に取り、朝しっかり目覚める

ことが大切です。自由に過ごしていた夏休みと異

なり、学校生活の流れに合わせるには、十分な休

養が必要です。 
② １日３食をきちんととる。 

毎日の学習や活動はもちろん、成長する上で、朝・

昼･夕の食事をバランスよくとらなくてはいけませ

ん。暑い日は食欲のないときもあったかもしれませ

んが、いろいろな食材や献立を工夫して、たくさん

食べて元気に過ごしてほしいものです。 
③ 排便をする。 
  健康に過ごすために、できれば毎日排便をしてほ

しいです。「食べたら出す」「起きたら出す」とい

うように、習慣付けられるとよいと思います。 
   おしっこやうんちは、健康のバロメーターです。

色や量、形などから体の状態を知ることができま

す。①②はもちろん、排便のために水分をよく摂

取するようにしたいものです。 
 
 今学期は、「運動会」や「展覧会」など大きな行事がた

くさんあります。どれも大間窪小での最後の行事です。 
一つ一つのことに一生懸命取り組めるように、ぜひご

家庭でも十分に健康管理を行っていただけますよう、ご

協力よろしくお願いいたします。 
 


