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アートで語ろう
つながろう
副校長

四海

満

いよいよ明日からは師走となります。これからは

表します。オノマトペとは、擬音語や擬態語を包括

日増しに寒さが増していきます。くれぐれも健康に

的に指した言葉です。「糸のこぎりを使って」：糸の

ご留意されてお過ごしください。

こぎりで切り抜いた形をずらして重ねることで奥行

さて、本校では、１２月９日（金）と１０日（土）
に「アートで語ろう

きのある風景を作り出します。

つながろう」のテーマのもと

６年生「春を感じて」
：夜桜をテーマに墨や金泥を

「芸術の秋」に相応しく展覧会を開催します。今、

使って描きます。
「風景を切り抜いて」では、井荻小

子供たちは展覧会に向けて自分の作品の仕上げをが

の思い出をテーマに視点の工夫を考えて絵に表しま

んばっています。

す。「１２年後の自分」：１２年後の自分をテーマに

各学年の作品について少し紹介します。どの学年
も絵と立体の作品があります。
１年生「わっはっ歯」
：６歳の歯をテーマに自画像

未来の自分を工作で表します。
どの学年の作品も、まずは子供たちがテーマに沿
って想像することから始まり、そのイメージが具体

を描きます。「まよ中のザリガニ」：真夜中のザリガ

化され創造され、色や形に表れてくるのでしょう。

ニの世界はどのようになっているのでしょうか。真

「子供は誰でも芸術家だ。」というピカソの言葉があ

夜中のザリガニを絵に表します。
「いおぎ森のなかま

ります。そんな子供たちの作品に出合うのが今から

たち」：いおぎ森のなかまたちを焼き物で作ります。

とても楽しみです。

２年生「ガムガムアニマル」
：乗ってみたい動物を

今年度の展覧会は、親子で楽しめるワークショッ

ガムテープで描きます。「ケーキやさん」
：おいしそ

プも企画されています。親子一緒に楽しく、ものを

うなケーキを絵で表します。
「ふわふわの友だち」：

創造するひと時を過ごせたらと思います。

綿を触った感覚からイメージを広げて友達を作りま

この他にも全校児童が取り組んで制作する「光の

す。
「ともだちマンション」
：友達と一緒に住んでみ

輪」という作品もあります。ミラー紙やミラーテー

たいマンションを絵に表しました。

プを使用して体育館の天井に放射線状に飾られます。

３年生「夢のカラフルフラワー」
：花をよく見て線
で描いて、それを夢の色でいっぱいにします。
「こん

いろいろな光を反射して、とてもきれいな造形美を
見せてくれることでしょう。

なことがあったら」
：何でもなる木をテーマに想像を

三重苦と言われたヘレンケラーは、
「世界で最も素

広げて絵に表します。
「走れ！ドリームカー」：動く

晴らしく、最も美しいものは、目で見たり手で触れ

仕組みを生かして夢の車を作ります。

たりすることはできません。それは、心で感じなけ

４年生「ドアの向こうに」
：ドアの向こう側に広が

ればならないのです。」と言っています。子供たちが

る風景を絵に表します。「かたちがいっぱい」：ステ

自分の心を注ぎ込んで作成している作品を、鑑賞す

ンシルの技法を使って絵を描きます。
「いおぎシーサ

る側も心で感じて観たいものです。がんばったこと、

ーズ」：沖縄の守り神シーサーが井荻小に現れます。

努力したことを褒めてあげ認めてあげると子供たち

シーサーを焼き物で作ります。

の可能性は花開いていきます。温かい声かけをお願

５年生
「龍を描く」
：墨の濃淡や筆の勢いを使って、
ダイナミックな龍の絵を描きます。「文字のデザイ
ン」
：オノマトペをテーマに文字のデザインを考えて

いいたします。どうぞ保護者・地域の皆様も井荻小
学校の展覧会に足をお運びいただき、芸術の秋を満
喫してください。

２ 学 期 の 思 い 出
１年

生活科見学

２年生と野川公園に行ってきました。１・２年生合同
のなかよしグループで自然と触れ合いました。芝生を転
がって遊んでいるグループ、落ちている木や葉っぱでツ
リーを作っているグループ、公園を端から端まで思いっ
きり走っているグループ、いろいろな種類のキノコを見
つけているグループなど、思い思いに楽しむことができ
ました。

３年

「社会科見学」

社会科「はたらく人とわたしたちのくらし」の学習
で、畑見学・スーパーマーケット見学を行いました。
総合的な学習の時間の「地域を学ぶ」とも連動し、地
域の多くの方から学ぶことで学習を体験的に広げて
います。
わたしたちの生活を支えてくれている地域の方々
の思いや努力を知ることを通して、地域への理解を深
め、自信をもって自分たちの住んでいるこの土地を語
り、もっともっと杉並区を好きになっていけるよう学
習を進めます。

５年 「連合音楽会」
11 月 30 日から杉並区の連合音楽会が始まります。井
荻小学校はそのトップバッターとして、合唱『青空に深
呼吸』、合奏『風になりたい』で参加します。その前に音
楽集会で、保護者の皆さんや他の学年に披露しました。
少ない人数ながらもきれいな声で合わせた合唱、思わず
踊りたくなるリズムの合奏と、5 年生らしさいっぱいの
発表ができました。

２年

生活科

「わたしの町はっけん」

３～６人のグループに分かれて町探検に出かけました。グ
ループで質問したい事を考えて練習し、実際にお店や公共施
設でインタビューしました。お仕事の様子や工夫、商品など
について多岐にわたる疑問に丁寧に答えていただき、たくさ
んの発見をした子どもたち。来年の２年生のために分かった
事をカードにまとめることができました。

４年

「社会科見学」

社会科見学で羽村取水堰・羽村郷土資料館・立川防災館に行ってき
ました。社会科の教科書には出ていない資料を見たり、当時の水門や
上水井戸などの展示物を見たりして、学びを深めることができました。
当時の人々の思いや４３㎞を掘り進めるための高い技術と団結力に改
めて驚かされました。
防災館では、煙体験と地震体験をしてきました。体験と実際に救出
した際のお話を聞き、一人一人自分の命は自分で守ることができるよ
うにこれからも防災について学び続けていくことの大切さを教えてい
ただきました。学んだことをこれからの生活に生かして欲しいです。

６年「連合運動会」
秋晴れの下、近隣６校の６年生が上井草スポーツセン
ターに集まりました。直線を駆け抜けた１００M 走。朝
練を重ね、自分の記録に挑んだハードル走・中距離走・
走り高跳び。そして、何度も練習と話し合いを重ね、ク
ラスの目標に向かって努力した長縄。真剣に取り組むと、
大きな達成感を味わうことを改めて感じました。クラス
や学年の絆も一段と深まりました。

１１月１４日から３日間、５・６年生は富士学園移動教室（山梨県南都留郡忍野村）に行ってきました。晩
秋の富士がどの位の寒さなのか、また直前までお天気がどうなるのか心配されましたが、初日こそ少し雨に降
られて夜の予定を変更したものの、無事全ての行程を実施することができました。気候も東京同様に暖かく、
持ってきた防寒具が邪魔になったほどでした。霧の中、急な登りでバテバテになった高座山、その分山頂付近
で晴れてきた時の富士の美しさに感動しました。忍野八海の透明度、フィールドセンターで体験した溶岩樹型
内の不思議な空間。そして、友達と過ごす部屋での時間・・・楽しかったことは数えきれません。仲間と共に
築いた最高の思い出の数ページを紹介します。

ほうとう作り

協力して作ったほうとう。おいしかった！

高座山登山

雲の中の登山。急な登りが分かりますか？

忍野八海

透明度抜群の忍野八海。人も多かった。

猿時計

学園のロビーにある時計。時間には人だかりが…

高座山からの富士

疲れもふっ飛ぶ？霧が晴れた景色。

フィールドセンター

いざ！溶岩樹型の洞窟探検

１２月の生活目標
「ものを大切に使おう」

１

木

野鳥観察会（３～６年）

２

金

お話会①

３

土

囲碁

４

日

５

月

委員会

６

火

保護者会（４～６年）

は一流のプロ野球選手でなく、ものを大切に使う一

７

水

４時間授業

流のプロ野球選手なのです。

８

木

B 時程５時間

９

金

展覧会

お給料でグローブを買いました。このグローブを新

10

土

展覧会

庄選手は引退するまでの１６年間使い続けたので

11

日

12

月

振替休業日

13

火

安全指導

14

水

ふれあいタイム

15

木

体育朝会

16

金

お話会② セーフティ教室（６年・薬物乱用防止）

17

土

囲碁 マナーキッズテニス お箏といけばな

18

日

19

月

20

火

ＳＣ

21

水

給食終 ふれあいタイム 社会科見学（６年）

22

木

大掃除

23

金

天皇誕生日

24

土

25

日

26

月

27

火

道具を大切にする子は、相手の気持ちも大切にす

28

水

る子です。まずは自分の身の回りのものを大切に扱

29

木

12 月 2 日・6 日の 4：15～5：00、

うよう心がけていきましょう。

30

金

特活室で「ほっとほっとティータイ

31

土

ム」を実施します。ぜひご参加くだ

※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
察しましょう。（雨天延期）

保護者会（１～３年）

チャレンジキッズ

生活指導部

長島

瑞樹

みなさんは１０年前にプロ野球を引退した、
「新庄
剛志」選手をご存知でしょうか。彼は、１６年間プ
ＳＣ

２－２研究授業

ロ野球選手として野球を続けてきました。実は、彼

新庄選手はプロ野球選手として１年目に初めての

す。雨の日も風の日もそのグローブを付けて練習し、
破れては縫い、ほころびては直し、常に大切に使い
ＳＣ

続けました。新庄選手は引退会見で、引退の理由を
聞かれたときにこう答えました。

避難訓練

「僕のグローブがもう使えなくなりました。それだけです。」
最近、教室や廊下にものが落ちていても素通りを
する子が気になります。また、消しゴムや鉛筆を余
分に持ってきたり、ノートを破いて使用したりする
子を見かけます。余分に消しゴムを持つことで、い

クラブ

終業式

ざ消しゴムを無くした時に、
「予備の消しゴムがある
からいいや。」と、ものを探さなくなります。予備の
消しゴムは遊び道具にもなりかねません。また、ノ
ートを破いて使用することで、次回使用するときに
破いた跡が気になり、落ち着きません。事前に気持
ち良く学校生活を送るためにも、事前にものの整理
をし、大切に扱うことで落ち着いた環境づくりを目

冬季休業日始

さい。

指しましょう。

日時：１２月１日（木）９:００～１２:００

※ＳＣ…スクールカウンセラー来校日
＊薬物乱用防止のセーフティ教室も、どの学年の保

冬休み中の校庭開放
平成２８年１２月２９日（木）から平成２９年 １
月３日（火）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２９年１月１０日（火）通常の登校時刻です。

護者の方でも参観できます。実際に薬物依存から
更生された方のお話を聞くことができます。貴重
な機会ですので、ぜひお越しください。
日時：１２月１６日（金）
午後１：４５～３：００

特活室

ご家庭に学校から借りたままの上履きはありませんか？貸した上履きが戻ってこず、困っています。
２学期中に返却してください。
また、小さくなって履かなくなった上履き（22.0～26.0 ㎝くらい）を寄付していただけると助かります。

