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「野球はみんなでやるものだ」  

校長 山貝 正海 
 

８月２２日、今年も数々のドラマを残して、甲子園

の幕が閉じました。接戦を制して初の栄冠を勝ち取っ

た初出場の前橋育英高校にエールを送りたいと思い

ます。大会期間中、新聞で報道される、各校、各選手

たちのエピソードには、心洗われたり、励まされたり

する記事が多くあります。その中で、西東京代表、日

大三校の森龍馬（りゅうま）主将の記事が目にとまり

ました。森君は区内富久小学校の卒業生です。私が副

校長で着任した平成１８年、小学校５年生でした。少

年野球で活躍していたとても快活な子でした。その

年、お父様がご逝去されました。新聞記事は伝えます。

～少年時代、エースで４番だった森が、ゲームで独り

相撲をとるたび「主人に『野球はみんなでやるものだ』

と叱られて、よく正座をさせられていた」と、母は振

り返る。それが父親を亡くして「人が変わった」とい

う。「僕が母を支えないと」。誰よりも練習して仲間を

引っ張り、日大三でも主将を任された。～ 一昨年、

全国優勝を果たした後、足のけがに泣いた１年間。母

に負担をかけたくないと用具購入を遠慮していたが、

そんな気持ちを察して最後の大会だからと母が買っ

てくれた銀のバット。「けがをしている間元気づけて

くれた母。このバットで全打席ヒットを打ちたかっ

た。」と語った森君。初戦、準決勝で前橋育英に敗れ

た日大山形に１－７で敗れました。 

 決勝のその日、イチロー選手の４０００本安打達成

のニュースが飛び込んできました。記事によれば、高

校２年の甲子園、やはり鈴木一朗選手は初戦で涙をの

んでいるそうです。明確にプロへの夢を描いて卒業し

ていった森君。「自分自身のために大好きな野球を続

けてほしい。」と語ったお母さん。私も陰ながら今後

の活躍を見守っていきたいと思います。 

さて、長い夏休みが終わり、学校には、また、元気

な子どもたちの姿が戻ってきました。この夏休み、各

ご家庭でもそれぞれに、さまざまに過ごされ、普段で

きない体験や経験をたくさん積んできたことと思い

ます。２学期は音楽会も予定されています。「みんな

で創る音楽会」「ともに学びあう学習」そんな２学期

にしていきたいと思います。 

 

おちに８・９月号 
 

※「SC 来校」とは「スクールカウンセラー」が本校に 

勤務している日です。 

８・９月の行事予定 

８・９月の生活目標 
 

◎きまりを守って生活しましょう。 

・チャイムを守りましょう。 

・忘れ物をしないようにしましょう。 

・あいさつをしましょう。 

・早寝早起きをしましょう。 
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7 土
学校公開⑥　　学校説明会（３校時）

10 火

避難訓練（引き取り訓練）４校時

２年２組研究授業（５校時）

児童集会　　読み聞かせ

遠足（低学年）

いっぱいあそぼうでい　　安全指導
SC来校

PTA落合ブロック運営委員会

体育朝会　　読み聞かせ

むらまつり（上落合児童館）

都民の日

音楽朝会　　遠足予備日（低学年）

秋分の日

全校朝会

委員会

行　　　　　　　　事　　　　　　　　予　　　　　　　　定

始業式　　大掃除（３校時）　　特水時程４時間授業

学校公開④　　音楽朝会

学年交流会（２年・６年）　　学校評議委員会

発育測定（４～６年・若葉）

給食始

社会科見学（４年）　　発育測定（１～３年）

安全指導　　クラブ

A

B

B

全校朝会　　水泳指導終　　PTA運営委員会

6 金

小中交流会（西戸山中）　　特水時程４時間授業

全校朝会

委員会

全校朝会　　あいさつ運動始

敬老の日

特水時程４時間授業　　５年２組研究授業（５校時）

全校朝会

児童集会（落二まつり紹介）

SC来校
学校公開⑤　　５時間授業　　保護者会（全）６校時
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「９月の学校公開」 

教務主任  

９月５日（木）６日（金）７日（土）の３日間、学校公
開を実施します。 
 ６日は、１４時３０分から全学級で保護者会を行います。
夏休み明けのクラスの様子ならびに今後の学級経営方針な
どについて、お話しします。お忙しいとは思いますが、ご
参加ください。 

７日は土曜参観となります。平日ではなかなか参観でき
ない方も学校にいらしていただき、お子さんの成長ぶりを
ぜひご覧ください。 
 なお、７日（土）の４校時には引き取り訓練を行います。
ご理解とご協力の程よろしくお願いします。また、この日
は来年度新１年生になるお子さんをおもちの保護者の方の
ための「学校説明会」を１０時４０分（３校時）から落二
ルームにて行います。お知り合いやご近所に、新１年生の
保護者の方がいらっしゃいましたらお伝えいただけると幸
いです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「６年生の教室から」 
６年担任  

６年生は年間を通して、それぞれの季節にふさわしい俳
句を作っていきます。 

１学期に作った作品をいくつか紹介したいと思います。 
 
【４月 春】 
森の影 竹の子背比べ 身の育ち（K.M） 
もう春か 鳥のさえずり 目がさめる（A.K） 
ふきのとう みどりのとんがり ぼうしみたい（M.S） 
桜の木 小さいつぼみ 1年生（K.S） 
 
【５月 運動会】 
騎馬戦で かぶった猫を 脱ぎ捨てる（K.T） 
騎馬戦は 勝ちたい思いの ぶつけ合い（K.S） 
リレー選 思いを背負って かけぬけた（S.T） 
組体操 足のうらでは 悲鳴あげ（R.F） 
 
【６月 館山移動教室】 
皆で見た 景色に負けぬ 絆知る（S.H） 
沖ノ島 地層が複雑 謎だらけ（Y.M） 
夜ごはん 友情いっぱい 腹いっぱい（M.O） 
三日間 つかれた夜は 熟睡中（R.F） 
 

１学期は最高学年として、1年生のお世話や運動会での係
活動など多くのことに一生懸命取り組んできました。それ
らの活動を通して、落二小の最高学年としての自覚を高め
てきました。２学期も多くの場で活躍することを期待して
います。 

 

 

「防災教育を通して」 

        生活指導主任 主幹  

昨年度、東京都教育委員会は、平成 23 年 3 月 11 日に発
生した東日本大震災を踏まえ、小（現６年生）・中学生を対
象に、各教科等で活用する防災教育補助教材【３・１１を
忘れない】を配布しました。教材は、「知って」「備えて」「守
って」「明日へ」で構成され、過去の主な自然災害の写真や
図表、被災地の児童生徒の手紙や作文などが多く掲載され
ています。 

学校では、避難訓練を真剣に行ったり、委員会活動やク
ラブ活動を通して、友達と協力し合って取り組むことの大
切さを学んだりしています。また、地域の防災訓練に積極
的に参加することの重要性も指導しています。 

防災教育は、常日頃から災害に対する学習を深め、自分
ができることは何かを考えることを通して、防災意識を高
め、いざ災害が発生した時に、まず自分の命を守り（自助）、
次に、身近な人を助け（共助）、さらに地域に貢献できる人
材を育成することがねらいです。 

今年は関東大震災から９０年目の夏になります。 

「児童理解月間」 

特別支援教育コーディネーター  
長い夏休みが終わりました。久しぶりに会う子どもたち

は、ひと回り大きくなったように思います。きっと普段で
はできない様々なことを体験したことでしょう。 

そんな夏休み明けの子どもたちの様子を理解するために、
落合第二小学校では、児童理解月間（８月２７日～９月７
日）を設けて担任が子どもたち一人一人と個別面談を行い
ます。子どもたちがどのような気持ちで生活をしているの
かを理解し、よりよい人とのかかわり方を身につけさせて
いくことで、子どもたちの学校生活を楽しく充実したもの
にしていきたいと考えております。そのためにも児童が安
心して心をひらき、なんでも相談したり、言えたりする雰
囲気を作っていきたいと思います。 

ご家庭でも、児童の話を最後まで聴いてあげたり、あた
たかい声かけをしたりするなどのご協力をよろしくお願い
いたします。 

「落二まつり」 

特別活動部  
９月２０日（金）の２・３校時に、児童集会「落二まつ

り」を行います。今年も各クラスで内容を話し合い、全校
児童が楽しむことができるようなお店を準備していきます。
今年はどんなお店が出店されるのか、今から楽しみですね。 

当日は前半と後半に分かれて、他のクラスのお店を回っ
たり、自分のクラスのお店を運営したりします。自分たち
のお店の仕事を頑張るだけでなく、楽しんでお店を回って
ほしいと思っています。そこから、「お客さんに楽しんでも
らう、喜んでもらうにはどうすればいいんだろう。」という
気持ちをもって自分たちのお店に生かしていってほしいと
思います。 
 ２学期に入るとすぐに準備が始まっていきます。子ども
たち一人一人が主体的に取り組んでいけるよう、支援して
いきます。 


