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歴史・地域を学び、未来を考える1年に 本年度は、方南小学校が誕生して80年目を迎
える記念すべき年です。開校記念日（1月9日）
がある1月には、全校児童で行う記念集会、来賓
をお迎えして行う記念式典、地域・卒業生の方々
と共に祝う祝賀会など、創立８０周年をたくさん
のみなさんとお祝いをする計画を進めています。

創立80周年の節目 -

校長
小原 潤
の望月敏行校長が「我々の手で校地内の緑化を進
めよう」と呼びかけました。トラック72台分の
土を搬入し、地域の方に寄贈していただいた樹木
を植えて、今も残る「むさし野の森」ができたの
です。近年は、「環七の横にホタルが舞う里山
を！」という保護者・地域の方々の手による「む
さし野の森プロジェクト」が進められています。

本校の前身である「方南尋常小学校」は戦争
このように、方南小学校は保護者・地域の方々
真っただ中の昭和14年に誕生しました。しかし、
の子どもたちへの熱い思いにより発展してきまし
誕生した6年後の昭和20年5月25日の空襲に
よって、真新しかったであろう校舎が、物置一つ た。こうした方南小の歩みを学び、保護者・地域
の方々の思いを知ることが、自分の学校への誇り
を残して全焼してしまいました。昭和28年に発
につながり、10年後、20年後の方南小に思いを
行された本校の「創立15周年記念誌」が校長室
に残っています。今ではボロボロになっているそ はせることにつながるのではないかと思います。
の小冊子から、戦中・戦後における当時の方々の、
地域の学校である方南小、そして方南小の子ども
たちに対する熱い思いが伝わってきます。15周
年記念事業協賛会長の大村志壽男さんの挨拶文の
一部を引用します。
「本校が大戦争の中ごろに開校し、末期に入っ
て爆撃を受け一瞬の間に一葉もとどめぬ焼土と化
し、学ぶに建物なく青空教育をなしながらに復興
を計るの憂き目にあったことは痛ましい限りであ
りました。
されど、本校の再建への叫びは、父兄および地
域の人々の間に盛り上がって、手斧とってたゆま
ぬ奉仕が重ねられ…今やモデルスクールの位置に
【開校当時の教職員】
おかるるに至りました。」
実際に、全焼した方南小を再建する大きな力と
学校運営協議会
なったのは、保護者の方々、地域の方々の力でし
た。建物を作るにも、材料がない中、木材を長野
会 長
小松 郁夫 国立教育施策研究所名誉所員
職務代理 大嶋 正人 支援本部長
まで買い付けに行ったり、中野駅からその材木を
委
員
尾木 和英 東京女子体育大学名誉教授
みんなの手で運んだりしたのは、保護者・地域の
堀内 一男 元跡見学園女子大学教授
方々でした。建築中の大工さんのおやつは、配給
田中 佳代 PTA会長 ・青少年委員
槇
直子 たけのこ代表・主任児童委員
の中から毎日保護者の方が届けてくださったと伝
池田 明子 青少年委員
えられています。
内山
誠 方南東自治会会長
大木喜代子

方南２丁目町会副会長

寺西 孝夫 方南西町会副会長
時代はめぐって、今から48年前の昭和45年、
森
晴之 元おやじの会副会長
方南小に手作りの「むさし野の森」が誕生します。
※以上の委員のみなさんと学校運営協議会を行い、とも
この森を作るきっかけは、学校のすぐわきの環状
に学校運営を進めてまいります。
7号線の開通でした。大気の汚れを心配した当時

●１年生●
★ぼくは、２ねんせいといっしょにやった いろおにがたのしかったです。１かいタッチされたけど おいかけたと
きはタッチできました。かけっこをしたときは、１ばんになれました。うれしかったです。
★わたしは、２ねんせいといっしょにやった だるまさんがころんだがたのしかったです。うごかないで ポーズを
とっていたので、１かいもおにになりませんでした。また、いっしょにあそびたいです。
★こおりおにと だるまさんがころんだと おにごっこをしました。ひろいしばふのうえで たくさんのともだちと
あそんでたのしかったです。
★しんじゅくぎょえんは とてもひろかったです。あそびはこおりおにをしました。いいおてんきで おべんとうが
たべられて うれしかったです。
★ぼくは、2年生といっしょにおにごっこをしたのがたのしかったです。はらっぱのくさのところをはしるのがたの
しかったです。2年生がおにでした。たくさんはしっておもしろかったです。
★わたしは、みんなであるいているとき、かえるのすむはっぱみたいのを見つけました。はじめてみたからうれしか
ったです。

●２年生●
★ぼくは、かくれんぼがたのしかったです。１年生がじょうずにかくれて見つけられなかったです。また、１年生と
あそびたいです。
★さいしょは、１年生と２年生ぜんいんいっしょにあそぶのはむずかしいと思っていたけど、ぱっとはなしをきいて
くれてみんなであそべました。はん長になってよかったです。
★1年生とのあそびは「だるまさんがころんだ」と「おにごっこ」と「色おに」をやりました。おべんとうのじかん
はすずしい風がふいていて気もちよかったです。とてもたのしい一日でした。
★でん車がぐらっとなったとき、ともだちのあしをふんでしまったので「ごめんね」と言いました。1年生のおべん
とうがすごくおいしそうでした。1年生とのえんそくは、たのしかったです。
★ぼくは、一年生とおにごっこであそびました。一年生がルールをまもってあそんでくれて、うれしかったです。一
年生のおせわは、とてもむずかしかったです。
★しんじゅくぎょえんでは、一年生とだるまさんがころんだやおにごっこをしました。つぎはちがうところにいって
あそびたいです。一年生とあそんで、たのしかったです。

●３年生●
★わたしは、動物の中でフラミンゴが一番気になりました。なぜなら、なき声が、カエルのような感じだったからで
す。はん行動では、４年生がしっかりしていたので、時間におくれず、楽しくおうふくできました。来年は、わた
しが時間におくれず、楽しく３年生をつれて行きたいです。
★一番心にのこった動物は、ライオンです。理由は、肉を食べている時、するどいきばが見えて強そうだからです。
そして、寝ている時は、肉を食べている時とちがって、かわいいからです。ぼくは、ライオンが少しすきになって
きました。
★わたしはアフリカゾウの所でしゃしんをとってもらった後、ゾウのうんちをさわりました。きついにおいだと思っ
ていたけど、ほとんど草しか食べないと聞いて、本当にくさくなかったです。
★ぼくは一番心にのこったのは、インドサイを見たことです。ぼくはインドサイを見たのははじめてでした。インド
サイは、とても強そうでした。ぼくは4年生になったら、今年の４年生みたいになりたいと思いました。

●４年生●
★くじゃくが羽を広げているすがたや、開くしゅん間のすがたが見られました。「とーっても見られてよかったな
あ。」と思いました。いろいろな動物の前とちがうポーズも見られたので、とってもうれしかったです。
★メスのライオンがお肉を食べていました。ぼくは、ひっ死に生きているんだということを感じました。チーターも
見ました。目の前で歩いていて、も様や肉体がすごいと思いました。走っているすがたも見たかったです。
★チンパンジーのけんかがかわいかったです。アフリカゾウは鼻を高く持ち上げていて、かっこよかったです。キリ
ンと鳥が一緒にいるのにおどろきました。とてもこんでいたので、お弁当を食べる場所を見付けるのをがんばりま
した。
★ぼくが一番心に残った動物は、モグラです。初めて土の中にもぐっているところを見ました。ウサギの毛は夏にな
ると茶色くなって、冬になると白くなるのが不思議だなと思いました。チーターは足がものすごく速かったです。
★わたしが遠足で楽しかったことは、はんで動物を見たことです。みんなえがおで、いろいろな所に回れたので、楽
しかったです。動物クイズも楽しんでできたので、うれしかったです。
★ぼくが多摩動物公園に行って、おもしろかったことは、キリンが自分のしたを鼻に入れたことです。うれしかった
ことは、クジャクを見た時に、羽を広げたすがたを見られたことです。ものすごくきれいでした。

たてわり班で動物を見たりお弁当を食べたりして楽しみました！
さわやかな気候だったので、動物たちも元気に動き回っていましたね！

４月24日（火）多摩動物公園

たてわり班で、自分たちが考えた遊びを楽しみました。
2年生が１年生の面倒をよく見ていましたね！

４月2６日（木）新宿御苑

体育主任

村木

真人

方南小学校では、６月18日（月）より水泳指導が始まります。今年は、夏を思わせるような
暑い日が多くあります。子どもたちはプールに入ることに期待が膨らんでいることと思います。
水に親しみながら楽しく泳いだり、新しい泳ぎ方を身に付けたり、長い距離を泳ぐことに挑戦
したりできるよう指導していきます。
１・２年生は、主に水につかった状態で移動すること、水の中に潜ったり息を吐いたりする
こと、水に浮いたりすることを学習します。水の中と外の体の動きのちがいを感じさせます。
３・４年生は、主にいろいろな種類の浮き方や体を一直線に伸ばした「け伸び」、呼吸をし
ながらの初歩的な泳ぎ（バタ足や面かぶりクロール）を学習します。そして、ビート板を使っ
てクロールや平泳ぎの手足の動きや呼吸の仕方についても練習していきます。
５・６年生は、主に手と足の動きを合わせながら泳ぐ「クロール」や、手と足の動きに呼吸
を合わせて続けて長く泳ぐ「平泳ぎ」を学習します。また、着衣水泳を行い、緊急時の水中の
動きを学習します。
以上のような技能面の習得だけではなく、安全に気を付けながら学習していく態度について
も指導していきます。
ご家庭では、励ましの言葉かけをしていただくとともに、水泳道具の準備やプールカードの
確認、体調管理などのご協力をよろしくお願いいたします。

方南小学校の健康教育について
保健主任 門屋 圭
近年、子どもたちを取り巻く社会環境が変化しており、スマートフォンなどの情報機器による心身の健康課題も増
えてきています。方南小学校では、今年度も子どもたちが健やかに成長することを願い、主体的に健康を保持・増
進できる児童の育成を目指して、健康教育を進めています。
その中の大きな柱の一つは、運動の日常化です。体育の授業以外でも、日常的に運動を楽しむ子どもを育てる
ために以下のような方南小独自の取り組みをおこなっています。
①朝遊びや放課後遊びで、支援本部の協力のもと、校庭を開放したり、晴れの日も体育館を開放したりして、
ボール等も使って遊べるようにしています。
②マラソン大会やなわとび強化期間などの行事を実施し、目標を持って運動に取り組めるようにしています。
③歩数計を使った歩数調査を行い、運動・生活・食生活に関して児童自身が振り返りを行えるようにします。
また、毎年２回の学校保健委員会を開催しています。学校保健委員会は、学校、家庭、そして学校医、地域等の
関係諸機関が連携を図りながら一緒に学び、方南小学校の児童の現状にあった課題について考える場として開
催しています。第一回目は、方南小の食育などの健康教育の取り組みについてや健康診断結果など児童の心身
の健康について考えます。第二回目(3学期)は毎年スポーツ選手等の講演会を予定していますので、是非ご参加
ください。
児童の健康つくりの推進は、学校と家庭との協力・連携が大切です。学校での指導が家庭での日々の実践に繋
がるよう、引き続きご協力をお願いいたします。

６月の行事予定

６月の生活目標
行事予定

休み時間の過ごし方を工夫しよう

日

曜

1

いのちの教育月間始
金
交通安全教室（１年） のびのび

日

16 土

2

土

17 日

3

日

18 月 クラブ活動

4

月 委員会活動

19 火 スポーツテスト予備日

5

火

20 水

6

水

7

木 体力調査始

22 金 体力調査終

8

金 のびのび

23 土 土曜授業

9

土

24 日

避難訓練 B時程午前授業
校内研究授業（４年）保護者参観可

10 日

曜

行事予定

B時程午前授業
校内研究授業（３年）保護者参観可

21 木 歯科検診
のびのび
地区班集会（４校時）

25 月 クラブ活動

11 月 自転車安全講習会（４年）

クラブ活動

26 火 たてわり班給食遊び

12 火 スポーツテスト

27 水 児童集会

13 水 B時程午前授業

28 木

14 木

水泳指導開始

５時間授業
校内研究授業（６年）保護者参観可

15 金 のびのび

29 金

音楽鑑賞教室（５年）

定期健康診断終 午前授業
校内研究授業（２年・5年）保護者参観可

30 土

《スクールカウンセラー来校日・６月》
佐治 祥先 先生… ７日（木）、１４日（木）、２１日（木）、２８日（木）
カウンセラー室 直通電話番号 3322-7678 （留守番電話にメッセージを入れてください）

