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２学期も残すところあとわずかとなりました。 

あわただしい時期に入りますが、この時に、しっか

りと２学期のまとめをし、新しい年を迎える準備を

していきたいと思います。 

 ２学期には、運動会等大きな行事がありました。

１１月１５日、１６日の両日にわたって展覧会を

開催しました。１５日の午前中は児童鑑賞、午後

からは保護者鑑賞。１６日の保護者鑑賞日には、

天候にも恵まれ、２日間を通じて鑑賞のため会場

を訪れていただいた保護者、地域の皆様、ご来賓

の皆様の数は、合わせて６３８人となりました。

多くの皆様にご来校いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

 「はばたけ いおぎっこ！」とスローガンを掲

げ取り組んだ今回の展覧会でしたが、その準備に

は今年度がスタートした４月から計画を立て、こ

つこつと作品作りに取り組む地道な努力の積み

重ねがありました。学芸会、音楽会、展覧会と３

年毎に巡ってくる大きな行事としての展覧会。今

回の展覧会が井荻小学校での最後の展覧会とな

る４、５、６年生にとっては、意気込みも一段と

高くなりました。 

 ６年生の「建築家になって」の作品では、部屋

の細かいところまで工夫を凝らした家の模型を

作り上げました。５年生の「ぼんやりプラネット」

では、体育館のステージにどんちょうを降ろし、

ほの暗い空間に幻想的な光を放つランプシェー

ドが輝きました。また、高学年の家庭科では、６

年生が「マイバック」を作り、５年生は初めての

裁縫と慣れないミシンを使って、「なべつかみ」 

 

 

 

 

 

 

 

と「ティッシュカバー」作りに挑戦しました。さ

らに、５・６年生合同で「マスコットで校歌」を

作り上げました。 

 ４年生の「マイガーデンにようこそ！」では、 

陶芸に取り組み、３年生の「わくわくつみ木ラン

ド」では、初めてのかなづちとのこぎりを使って

作品を仕上げました。２年生の「三つの種」では、

目に見えない地中へも想像をめぐらせて作品を

作りました。１年生の「うちゅうのみなさんコン

ニチハ」の工作では、宇宙の世界へ想像を広げ作

品を作り上げました。 

 体育館の空間には、共同制作として子どもたち

の夢をつばさに書き込んだ鳥たちが大きく羽ば

たきました。 

１６日には、きょうだい学年のペアで作品鑑賞

をしました。そのあと、メッセージカードの交換

をしました。低学年のペアの子から「すごいね」

と言われ、高学年の子がうれしそうでした。保護

者の皆様からも「子どもたちの想像力に感動しま

した。これからも素晴らしい作品作りを続けてく

ださい。」等の温かい声を寄せていただきました。 

 展覧会を大成功で終え、今後もさらに子どもた

ちの限りない力を伸ばす教育実践の展開を目指

して参ります。 

  

 

                  杉並区立井荻小学校   平成２５年１２月２日発行 No.545 

副

副校長 小谷 恒司 

 

はばたけ いおぎっこ！ 

～大成功で終えた展覧会～ 
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２ 学 期 の 思 い 出 
 

２年 生活科「町はっけん 町たんけん」 

 学習の始めに、学校周辺のお店を探しに出かけまし
た。よく看板を探してみると、たくさんお店があるこ
とがわかりました。次に詳しく知りたいお店を班ごと
に選び、インタビューをしてきました。西荻窪って、
おもしろい！ 

1年 生活科「むしさがし、あき見つけ」 

2 年生と一緒に、女子大で虫探しをしたり野川公園
で木の実を見つけたりしました。「よぉくはっぱの中を
見ているとコオロギやバッタ、カマキリもいたよ。」「見
つけた虫や木の実や葉っぱの名前を調べるのもたのし
かったよ。」秋を満喫した２学期でした。 

 

3年 荻窪園芸市場に行って 

荻窪園芸市場では、農家で作られた花がどの
ように取り引きされているのか学習しました。 
職員の方が教えてくださった、競りでの用語
や、植物の名前など、熱心にメモをとっていま
した。 

４年 社会科「玉川上水について」 

 社会科見学で、羽村市郷土博物館と立川防災館
に行きました。博物館に行き、玉川上水について
学習したことを実際に目で確認することと共に、
自分が疑問に思ったことを調べてきました。「多
摩川の水はきれい！」「水門が思ったより大き
い！」という声がたくさん聞こえてきました。 

  

５年 連合音楽会 

 ソプラノとアルトのかけ合い、山場に向けた盛り上
げを意識して、歌詞をかみしめながら歌った、合唱「大
切なもの」。行列が徐々に近づいてくるような曲の浮
き沈みと、酋長が登場する迫力を、心を一つにして表
現した、合奏「酋長の行列」。杉並公会堂に美しい歌
声と迫力ある演奏が響きました。 

６年 「荻窪中学２年生とクリーン運動」 
 ６年生が、毎週善福寺川の清掃活動に取り組んで５年
目になりました。その思いが、広がり始めています。 
１１月２６日(火)の 5・6 校時には、荻窪中学の２年生

と共に「クリーン運動」を行いました。 
善福寺川だけてなく、なんと学区域全域に広がり、清

掃活動を展開しました。この子どもたちの思いが、もっ
と多くの人たちに広がりますように。 

 



 

 

                                研究主任 星野 桂 

「新聞係とニュース係を一緒にしてもいいと思います。」 

「クイズ係と遊び係を合体してもいいと思います。」 

「でも、合体しちゃうと書きたい内容が多くなって大変だから、分けてもいいと思います。」 

４年１組の学級会、議題「クラスみんながさらに楽しくなる係を考えよう」で話し合っている時

の一コマです。あったらもっとクラスが楽しくなる係をみんなで考え意見を出し合いました。たく

さんの係が考えられ、どれも切り捨てないようにと知恵をしぼり、合体案が出たのです。一人一人

の考えを大事にしようとする思いが感じられました。 

 

 子どもたちは集団の中で学び合い育ちます。学校で一人一人の学力を伸ばすことは当然ですが、

学校には一人ではなく集団でなければできないこと、集団だからこそできることがたくさんあるの

です。今年度は、このような集団としての力に目を向け、学級活動を通して望ましい人間関係の形

成や自主的・実践的な態度を育てていきたいと考えました。 

 学級活動では、何について話し合っているのか（議題）、何の

ために話し合っているのか（提案理由）を明らかにし、互いの

思いを聞き合い、譲り合ったり折り合いを付けたりしながらよ

りよい解決の方向を探っていきます。強い意見に左右されたり、

早い者勝ちであったり、簡単に多数決で決めてしまったりなど

せず、きちんとした話合いがなされていくのです。この話合い

の方法は、学級活動だけでなく各教科の学習場面でも取り入れ

ています。 

 集団の中で学び合う楽しさを知った子どもたちは、さらに伸びていくことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊＊ ＊＊さんの作品 

「どの子も伸びて、学び合える学校を目指して」 

～学級活動を通して、どの子も伸びて学び合える学級集団を作ろう～ 

 

  杉並区から表彰された井荻小の子どもたち・・・がんばりました！おめでとう。 

・＊＊ ＊＊さん （２年１組） 第６３回「はたらく消防の写生会」で優秀賞を受賞。 

・＊＊ ＊＊さん （４年２組） 第１９回環境アイデア作品展で教育長賞を受賞。 

                 受賞作品「ビオトープを作ろう」 

・＊＊ ＊＊＊さん（６年１組） 平成２５年度杉並区小学校読書感想文コンクールで特選を受賞。 

                受賞作品名「永遠に捨てない服が着たいを読んで」 

 

お知らせ 

本校 工藤尚子主任教諭が、平成２５年１０月１６日、

無事女児を出産されました。おめでとうございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  日 震災救援所訓練（１０時～１２時） 

２ 月 委員会 

３ 火 野鳥観察会（３～６年） 

野鳥ワークショップ（５年） 

４ 水  

５ 木 保護者会（４・５・６年）  

商品評価会（５年） 

６  金 保護者会（１・２・３年）  

７ 土 連合図工展始 荻中フェスタ  

長縄グランプリ  

土曜クラブ（囲碁・サイエンスキッズ・

いおぎホタルの里） 

８ 日 善福寺川フォーラム 

９ 月 連合図工展終 クラブ  

10 火   

11 水 安全指導 

12 木 セーフティ教室（６年：薬物乱用防止） 

13  金 社会科見学（６年） 

14 土 土曜クラブ（囲碁・マナーキッズテニス） 

15 日  

16 月 避難訓練 

17 火  

18 水 おはなし会① 

19 木  

20  金 おはなし会②  

21 土 土曜クラブ（お筝・ガムラン＆ケチャ・

いけばな） 

22 日  

23 月 天皇誕生日 

24 火 給食終了 

25 水 大掃除 終業式  

26 木 冬季休業日始 

27  金  

28 土 校庭開放なし 

29 日  

30 月  

31 火  

１２月の生活目標 

「ものを大切に使おう」 

生活指導部 重原 由紀 

 子どもたちが帰った後の教室で、落としものに気がつ

くことがあります。鉛筆やそのキャップ、消しゴム、名

前ペンなど・・・。名前が書いてあるなら、持ち主に返

すことができますが、みんなが持っているものなので名

前がなければ、落とした本人が気づいて取りに来ない

と、だれのものか分かりません。 

お子さんは、大事なものがなくなったり、こわれてし

まったりしたとき、どうしていますか？一生懸命探した

り、直そうと努力したりしていますか？ 「どうせすぐ、

また、買えばいいや」なんて考えていることはありませ

んか？もし、ふだんからそんな気持ちで物をあつかって

いると、物を大事にすることはできなくなってしまうで

しょう。 

もし、無くしてしまったものが、新しく買うことので

きない、代わりのないものであったらどうでしょう？き

っと、その時「どうしてもっと大事にしなかったのか」

と、とても後悔することになります。 

日頃から物を大切にする気持ちをもって生活してい

けるように声をかけていきたいものです。 

ご家庭でも、よろしくおねがいいたします。 

冬休み中の校庭開放 

平成２５年１２月２９日（日）から 

平成２６年 １月 ３日（金）までの 

６日間は、校庭開放はありません。 

新学期始業式の予定 

平成２６年１月８日（水） 

通常の登校時刻です。 

 

※野鳥観察会は、保護者の方も参観できます。 

ぜひ、善福寺公園に来て、いっしょに野鳥を観察

してください。 

          日時：１２月３日（火） 

９：００～１２：００ 

◎お子さんが何時ごろ公園に

いるかは、クラスによって異

なります。お子さんを通して

ご確認ください。 


