
 

 

 

 

 

 

「平和教育」について 
 校長 加納 直樹  

長い夏休みが終わり、いよいよ２学期が始まりました。学校に、元気な子供たちの声が

戻ってきました。夏休みに行われた「夏季水泳教室」、「パワーアップ教室」には、たく

さんの子供たちが参加し、熱心に課題に取り組む姿が見られました。また、ＰＴＡ主催の

三谷祭は、心配された雨風や厳しい暑さもなく、多くの子供たち、保護者、地域の方々が

参加し、夏休みの楽しい思い出を共有することができました。とても嬉しく思います。私

たち教職員も夏休みを活用して、１０月５日（土）に行われる運動会への準備やさまざま

な研修に参加し、２学期に備えました。いよいよ２学期がスタートします。今学期もご支

援・ご協力よろしくお願い申し上げます。 

ところで、８月１５日は「終戦記念日」でした。皆さんは、戦後７４年のこの日をどの

ように迎えられましたか。ニュース番組を聞いていたところ、ある番組で１０代から３０

代の男女を対象に、「８月１５日は何の日か」という調査をしたそうです。その結果、「終

戦記念日」と答えられた人が５４％にとどまったと言う話がありました。お盆の時期を中

心に、テレビや新聞では、「玉音放送」、「戦没者追悼式」とか、戦争をテーマとした「平

和」・「命」について考える番組や記事が多くあったように思えます。にもかかわらず、

「終戦記念日」を知らない若者が増えているというのはとても残念な結果だと思います。 

話は変わりますが、私は、平成２８年の３

月まで、（東京都）小笠原村立母島小学校・中

学校に勤務していました。村には、日本軍の

使っていた大砲やトーチカ（コンクリートで

できた陣地）、壕などの戦跡をいたるところで

見る事ができました。そして、村内には、太

平洋戦争の激戦地となり日米両軍合わせて二

万余名もの尊い命が失われた硫黄島もありま

した。また、戦後２３年間もアメリカ軍に占

領されていたという歴史もあることから、平和について学ぶ「平和教育」には、とても力

を入れていました。 

 

戦後７４年。時代は昭和から平成、そして令和へと変わりました。戦後生まれが多くを

占める時代になっています。人が人を殺し合う戦争が、二度と起こらないように考えて行

動していかなければいけません。大切な「平和」・「命」について、是非ご家庭でも、いろ

いろな機会を通じて話し合ってみてください。 

  

令和元年 9 月２日 

学校だより９月号 

ＮＯ．５４７ 

杉並区立三谷小学校 

パッションフルーツのハウスの前にある大砲（母島） 

 



令和初! 三谷小 PTA 祭を終えて 

三谷小学校 校長 加納 直樹 

８月２４日土曜日、心配された雨の影響もなく、三谷

小 PTA 祭が盛大に開催されました。この三谷小 PTA 祭

を成功させるために、町田 PTA 会長、森下実行委員長

が中心となり、多くの保護者の方々が春から精力的に動

いていらしたことは知っていましたが、当日まで何もお

手伝いできずにいました。 せめて少しでもお役に立てればと当日は何人かの教員たちとともに朝から

準備に参加しました。朝の８時から、テント張り、机イスの運搬、やぐらの組立て・・・強い日差しが

照り付ける暑さの中、大勢の保護者・地域の方々が力を合わせて午前中は会場設営をしてくださいまし

た。午後は午後でそれぞれのお店の準備をするたくさんの保護者・地域の皆様がいらっしゃいました。

このような皆様に支えられているからこそ開催できる三

谷小 PTA 祭は、保護者・地域の方々の子供たちへの思い

が形になった本当に素敵な手作りのお祭りです。 

こんなにも保護者や地域の方々に大切にされている三

谷小学校の子供たちは、とても幸せです。我々教職員も幸せです。 

最近、あちこちの研修会などで、非行の低年齢化、子供たちの様々な問題行動を耳にすることが多く、

「子供を育てることが難しい時代になった。」という声をよく聞きます。だからなおさら学校と家庭・地

域が手を取り合って、共通理解を図りながら子供たちを育んでいくことが大切です。 

 『ちいき』を教育の根幹に据えている本校は、それができている学校です。大きな問題や事故がなく、

一人一人の子供たちが健やかに大きく成長できているのは、ご家庭や地域の皆様の多大なるご支援・ご

協力があればこそであると痛感しています。本当にありがとうございます。 

 三谷小学校の子供たちが、保護者や地域の方々にやってもらうことを当たり

前と思っていたら困るなぁと思っていましたが、三谷小 PTA 祭を終えて少し考

えが変わりました。もちろん親や、地域の方の思いに気付き、感謝の気持ちを

もつことは、これまで通り継続して指導していきます。  

ただ、「子供は親の背中を見て育つ」と言われています。親が空を見て美しいと思うならば、子供も空

に美しさがあることに気付くように、こんなにも学校のために、自分の子供だけよければいいという姿

勢ではなく、三谷小の子供たちみんなのために労を惜しまず働いてくださる保護者の方の背中を見て育

っている子供たちはきっと学校が好きで、友達思いで、人のために行動できる子に育つはずです。 

 地域と地域の子供たちを愛し、古き良き伝統を

大切にする地域の方々の背中を見ている三谷の

子供たちは、地元を誇りに思い、良き伝統を受け

継いでいくことでしょう。 

 「令和初! 夏だ! 花火だ! 三谷祭だ!」 思い切り楽しみ、はしゃいでいる姿をお見せしましたが、

しみじみと三谷小学校の子供たちとこの地域の良さをかみしめることができました。 

 三谷小 PTA 祭に関わったすべての皆様に感謝いたします。ありがとうございました。 

  

 

                             

 

盆踊り 

やぐらづくり 

焼きそば屋さん 

三谷町会の皆様 

町田会長・森下実行委員長の開会宣言 

PTA祭実行委員の皆様 

SＩＰＰＳ 井草囃子の皆様 

お祭りのフィナーレ ナイアガラ花火 



２００９年４月、初めて三谷小学校の校門をくぐった日から、１０年と４ヵ月の間に、教室の様

子も、教室から眺める校庭の様子も、少しずつ変化していきました。その一方で、１０年間以上変

わらないものもありました。 

それは三谷小学校に通う子供たちの素直さ、一生懸命さです。元気にあいさつをし、ありがとう、

ごめんなさいをきちんと言葉として相手に伝えられる。自分のやるべきこと、できることに精一杯

力を尽くせる。このことは１０年間変わることのない、三谷小の子供たちの良さだと思います。 

そんな子供たちと正面から向き合う先生方の愛情や熱意も、１０年間決して変わることはあり

ませんでした。毎年新たに出会う先生方は、「子供たちがもっと学校を好きになるためにはどうし

たらよいか」を真剣に考え、実践し、子供たちと一緒に努力し、一緒に喜び、一緒に悩み、一緒に

成長したいという思いに溢れた先生方ばかりでした。 

そして、私たち教師が、真剣に子供たちと向き合い、子供たちのために思う存分力を尽くすこと

ができたのは、私たちを信頼し、時に「子供たちのためなら」と、一緒に力を尽くしてくださった、

保護者や地域の方々の存在があったからこそです。保護者、地域の方々の変わらぬ温かさ、学校に

対する深い愛情に支えられた三谷小学校での１０年間でした。 

１０年以上変わらなかったもの。それは創立以降多くの人たちの力で 

大切に育んできたものと言えるでしょう。だからこそ、これから何十年と、 

大切に守り続けていってほしいと思います。三谷小学校で積み重ねた様々 

な経験は、教員として、社会人として、そして父親として、私のことを大 

きく成長させてくれるものでした。これまで三谷小学校で出会った子供た 

ち、先生方、保護者・地域の方々、本当にありがとうございました。これ 

までの経験や学びを、新たな土地、新たな学校での新たな挑戦の中で生かし 

て参ります。                              山田 尚人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明るく、伸びやかな子供たちと過ごした楽しい日々が思い出されます。 

 この度、一度、教師の職を離れることになりました。三谷小では、一年という短い間でした

が、子供たち、保護者の皆さま、地域の皆さまに温かく迎えていただき、毎日がワクワクとあ

っという間に過ぎていきました。皆さまの支えがあってこその充実した日々に、心から感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。 

 
～三谷小の皆さん～  

普段の何気ない会話、一緒に遊ぶ時間、そして、何よりも授業で皆

さんの意見や考えを聞き、交流する時間が大好きでした。一人一人

に、その人にしかない素晴らしさがあります。いつも応援していま

す。私も皆さんの笑顔や思い出を胸に、また会える日を楽しみに頑張

ります。ありがとうございました。元気でね。 

 

 

梅井 洋子 



 

 

 
※ SC …スクールカウンセラー来校日 

※全校に関わる行事について、学校便りと学年便り

のずれを防ぐために、原則、学校便りにてお知ら

せすることになりました。学年便りでは、基本的

にその学年だけに関わる行事をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

朝会他

集会他
日 曜 行　　　　　　　事

2 月 水曜時程
全校４時間授業　始業式

4 水 水曜時程
委員会活動９月

3 火 安全指導
安全指導日　給食始　

身体計測（６）

6 金 外遊び
水泳指導終　身体計測（４）   離任式（全）

幼保小交流（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SC

5 木 言葉の学習
身体計測（５）

9 月
児童朝会
短縮時程

クラブ活動④　身体計測（３）

教育実習始　運動会特別時間割始　　都巡回相談

7 土 土曜時程
第５回土曜授業　防災教育デー

避難訓練（引き渡し）　避難所訓練

11 水 外遊び
小中一貫研修会(三谷小授業）

ちひろ美術館（３）３組

10 火
読み聞かせ

朝読書

ちひろ美術館（３）１・２組　　身体計測（２）

13 金
体育朝会
（集団行動）

校内研究授業（１－１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SC

12 木 言葉の学習
生活科見学（２）　　身体計測（１）

18 水
区巡回相談

水曜時程

17 火 水曜時程
ロシアの大学生との交流

校庭開放中止始

20 金 運動タイム
移動式プラネタリウム（６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SC

19 木 音楽朝会
運動会係活動（５・６）

水曜時程

24 火
月曜時間割②　　　座・高円寺PM（４）読み聞かせ

朝読書

30 月 全校練習
運動会全校練習②（全）

※（　）の中の数字は、学年を表しています。　

27 金
運動タイム

(全校種目)

運動会係活動（５・６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SC

26 木 全校練習
運動会全校練習①（全）

25 水

９月の生活目標 

人の話を正しく聞き取りましょう 

 夏休みが終わり、２学期が始まりました。 

９月の生活目標は「人の話を正しく聞き取り

ましょう」です。 

集団で生活したり、何かを話し合ったりす

るには、「相手が何を伝えたいのか」を正しく

理解しなくてはいけません。三谷小の子供た

ちは、朝会や集会のときに、とても静かに並ん

でいます。でも、一人一人の様子をよく見てみ

ると、足で砂をいじっていたり、下を向いてぼ

んやりしていたりする子供の姿もあり、これ

では、相手が何を伝えようとしているのかを、

しっかり聞き取ることができません。 

人の話を聞くときには、ただ黙っているだ

けでなく、「話す人を見て聞くこと」「どんな話

なのかを考えながら聞くこと」が大切です。相

手の表情を見て聞いたり、相手に気持ちを向

けて聞いたりすることは、自分自身の理解を

助けるだけでなく、相手に対して、「しっかり

と話の内容を受け止めていますよ。」という真

剣な態度を示すことにもなり、思いやりをも

つことにもつながります。２学期は、運動会と

音楽会といった大きな行事があります。限ら

れた練習時間が学びの多い時間となるよう

に、一人一人が話の聞き方も意識して、精一杯

練習に取り組んでほしいです。 

   ～ お 知 ら せ ～ 

○９月７日（土）の土曜授業は、震災救援所訓

練と引き渡し訓練にご参加ください。詳細に

つきましては、別紙お知らせで、ご確認くだ

さい。 

 

９月 学 校 行 事 

 

学校運営協議会 

９月７日（土） １２：０５～１３：００ 

議題 学校運営協議会委員と全教職員との 

交流会 


