
 
 
 
 
 
 
 

    暑かった夏休み、自然の力を思う 

校長 押野 隆一 

 今年の夏の異常な暑さはかなりのものでした。今年の

気象データの一部を整理してみました。 

異常だったのは暑さだけではなく、様々なところに出

ていました。この気象状況は植物にも大きな影響を与え

ています。校長室前のアサガオですが、初めて開花した

日は昨年が８月９月で、今年はなんと７月６日で、１カ

月以上も早かったのです。実が熟しているのも当然早く、

８月２３日現在すでに１００個以上（昨年はゼロ）の実

ができています。反対に、暑さのため枯れてしまってい

るツルが何本も出ています。私たち人間は、クーラーが

きいた部屋の中で過ごすことができますが、植物にはそういうことはありません。強い日差しにさらされ、熱

い空気に耐えています。その時の自然をそのままを受け入れていると言ってもいいでしょう。だからこそ、環

境の変化には敏感に反応して、ある意味とても分かりやすい姿を見せてくれます。 

 ７月に南極の話で講演をしていただいた極地研究所の岡田先生も「この数１０年間での気象状況の変化は大

きい」とおっしゃっていました。そのような自然現象の変化、地球環境の変化をもたらしている根本的な原因

は私たち人間にあるというのは誰もが知っていることです。また、環境の変化をできる限りなくそうと努力を

続けているのも知っています。それでもこの変化のスピードはなかなか弱まらない、さらなる努力が必要だと

いうことです。どんなことができるのか考えてみる良い機会になりました。 

 さて、２学期がスタートしました。授業はもちろんですが、様々な取組、行事が計画されています。生活リ

ズムを整えてしっかりと取り組むことができるようにしていきましょう。また、９月と１０月は「命の教育月

間」です。お互いの気持ちを思いやることができるようにして欲しいと思います。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8・9 月の生活目標  生活指導主任 増岡 隆子 

「落ち着いて学習しよう」 
夏休みが終わり、大きく成長した元気な子供たちが

学校に戻ってきました。夏休み明けのこの時期は、学

校生活のリズムを取り戻し、落ち着いて学習に取り組

ませることが大切です。暑さに負けないよう、十分睡

眠をとり、体調を整えておきたいものです。また、学

習用具の準備等、 

各ご家庭でのご協力をい 

ただけますよう、よろし 

くお願いいたします。 

 
※放課後の忘れ物は、基本、学校に取りに来ないよう

に指導をしています。どうしてもの場合は、電話連

絡をして学校に来てください。 
 
 
 

はちなり教室    主任教諭 杉村 祥一朗 

今年度より、従来の通級指導学級から自校で指導が

受けられる特別支援教室へと形態が変わりました。１

週間に１～２回程度、子供の様子に応じて数時間の指

導（集団指導や個別指導、在籍学級内支援）を受ける

ことができます。 
特別支援教室での指導は、主に子供同士の関わりを

通してコミュニケーションの促進を図っています。在

籍学級で学ぶために他者との関わり方や、認知の特性

を生かした学び方をサポートしています。 
 特別支援教室はどの学校にも設置されています。そ

の時間の学ぶ場は違いますが、お互いが自分の目標に

向かって頑張って学んでいるのですから、在籍学級か

ら行くときには子供同士で「いってらっしゃい」「行っ

てきます」、帰ってきたら「おかえり」「ただいま」と

いった言葉を笑顔で交わしてほしいと思っています。 

21日 金

22日 土 p.m

23日 日 p.m 秋分の日

24日 月 p.m 振替休日

25日 火 クローバー（1・6年）　生活科見学（2年）

26日 水 p.m

27日 木
社会科見学（4年）　理科教室（6年）3～6校時

口腔衛生指導（3年）

28日 金
4時間授業　校内研究授業5年（5校時）

あいさつ運動終

29日 土 p.m ニコット保育園運動会（本校）

30日 日 p.m

        １０月の予定　スクールカウンセラー来校 ☆浦山

校庭

開放

カ ウン

セラ ー
主な予定

1日 月 都民の日　委員会（後期始）

2日 火 ☆ クローバー（2・4年）　視力（2年）

3日 水
4時間授業　視力（4年）

杉教研研究授業2-4（5校時）

4日 木 クローバー（1・6年）　歯科（2・4・6年）

5日 金 避難訓練（火災・二次避難）

6日 土 ひこばえ幼稚園運動会（本校）

7日 日

8日 月 体育の日

9日 火 ☆ 安全指導　事前健診（6年）

10日 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　弓ヶ浜移動教室始

11日 木
自転車安全利用教室（4年）

給食試食会　歯科（1・3・5年）

12日 金 視力（5年）　　　　　　　　　　弓ヶ浜移動教室終

校庭

開放

カ ウン

セラ ー
主な予定

1日 土 a.m 区親子ラグビー教室

2日 日 p.m

3日 月 委員会　給食始　計測（4年）

4日 火 ☆ 安全指導　計測（2年）

5日 水 p.m
夏休み作品展始　計測（6年）

　　　　　　　　　　　小中合同あいさつ運動始

6日 木 木6時間始（2年）　計測（5年）

7日 金 計測（3年）　　　　 小中合同あいさつ運動終

8日 土
土曜授業　セーフティ教室（1～5年）

薬物乱用防止教室（6年）

9日 日 p.m

10日 月 クラブ　計測（1年）

11日 火 ☆
クローバータイム（2・4年）

中学校見学（6年）午後

12日 水 p.m あいさつ運動始

13日 木 クローバータイム（3・5年）

14日 金
水泳指導終　夏休み作品展終

演劇鑑賞教室（4年）午後

移動教室説明会（6年）15：00～

15日 土 a.m

16日 日 p.m

17日 月 a.m 敬老の日

18日 火 ☆
給食費引落し日

中学出前授業（6年）

19日 水 p.m 学校運営協議会

20日 木 プラネタリウム（6年）3～6校時

9・10月の予定　スクールカウンセラー来校 ☆浦山家庭数 
学校だより No４８３ 

平成３０年度８・９月号 杉並区立八成小学校 

セーフティ教室・薬物乱用防止教室                担当 森本 拓海 

今年度も防犯意識の向上を目的に、荻窪警察署並びにＮＴＴ・薬剤師の方をお招きしてセーフティ教室・

薬物乱用防止教室を行います。保護者の皆様とともに、子供の安全・安心について考えていきたいと思いま

す。中休みの時間の警察の方のお話にもぜひご参加下さい。 
・日時 ９月８日（土） ①9:25～10:10  １．２年    ②10:10～10:25 保護者の方々（荻窪警察） 

③10:30～11:15  ３．４．５年  ④10:30～11:15  ６年 
・場所 体育館（６年生は、視聴覚室） 
・内容 １．２年：連れ去り防止        講師 荻窪警察署生活安全課 

３．４．５年：ネット社会の危険性  講師 NTT 担当職員 
６年：薬物乱用防止          講師 薬剤師 

    保護者の方々：２時間目終了後に荻窪警察から保護者の皆様に向けてお話をします。 

・アメダスのデータ（東京都練馬区）より 

７月 日照時間  ：１日平均 7.4 時間 

    雨が降った日：６日間 

最高気温  ：平均 37.3℃ 

８月 日照時間  ：１日平均 6.0 時間 

雨が降った日：１０日間 

最高気温  ：平均 36.1℃ 

・埼玉県で最高気温 41.1℃ 日本最高記録更新 

・台風の発生 ７月５個  ８月９個 



連日暑い日が続きましたが、たくさんの子

供たちが元気に夏季水泳に参加しました。 

もうすぐ始まる新学期。ラジオ

体操は早起きのリズムを整える準

備期間にもなりました。 

 本棚が隙間だらけになるほど、子供

たちはたくさんの本を借りていきま

す。夏休みの期間だけでも、全学年で

２６４０冊も貸し出されています。図

書館開放でさらに借りに来る子もい

て、貸出数は増えています。 

 

* * * * * * * 新しく職員が着任しました！ * * * * * * * 

 宋 哲永（そう てつえい）先生（図画工作） 

 産休に入った伏見なな子先生の代替教員として７月３１日に着任しました。２学期から４年生以上の図画工作の授業

を受け持っていただきます。 

伏見先生は、８月２１日に無事男の子を出産しました。おめでとうございます。 

 

仲安 健人（なかやす けんと）先生（通常学級支援員） 

  ９月から、不在となっていた通常学級支援員として配置になりました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学年 

高学年 

低学年 

動物歩きや宝探しをして楽しく

水に慣れる活動をしました。 

足・手の動きを意識して、各自の目標

に向かって２5・50ｍを泳ぎました。。 

けのびやバタ足など基本を大切に、ク

ロールや平泳ぎの練習をしました。 

 

 ８月６日（月）に、第2 回宇宙の学校を実施しました。今回は「フィルムケースロケット」の作成と発

射実験を行いました。ＫＵ－ＭＡの講師から、ロケットが飛ぶしくみについて講義をしていただき、一人

一個のフィルムケースロケットを作りました。スポンジでロケットの先端を作り、プラスチックの羽を取

り付け、思い思いの絵を描いて完成させました。 

 水と発泡入浴剤をケースに入れてふたをして置くと、「ポン」と音が鳴ってロケットは３ｍ以上飛び上

がります。ロケットが飛ぶと水が飛び散ることもあって「ワー」と歓声が上がりました。最後に、吹き出

す水や空気の反作用でロケットが進むことを空中発射の実験で確かめ、科学の理論や宇宙に関する理解を

深めた時間になりました。 

 また、本校の卒業生でもある中瀬中学校の１年生３名と都立西高等学校の１名が、ボランティアとして

協力、活躍してくれました。後輩である小学生に優しく教えたり、声をかけたりしている姿は、本当に成

長を感じる瞬間でした。 

ロケットが飛ぶしくみを教えてもらいました。 

頑張ってロケットをつくりました。 楽しくロケットを飛ばしました。 

どうかな？ できるかな？ 

お二人とも よろし

くお願いします！ 

日差しが強いため、日

陰で体を動かしました。 
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