
 

 

 

 

 

 

 

 東京に降った記録的な大雪も少しずつ溶け始め、校庭もやっと顔を出

してきました。子供たちも校庭で早く遊べるようになることを待ち望ん

でいることと思います。 

さて、保護者の皆様にご協力いただきました教育調査の集計がまとま

りましたので、お知らせいたします。保護者の皆様から２５７通の回答

をいただき、回収率は７１％でした。多くの保護者の方々からご協力を

いただき、感謝申し上げます。 

肯定率が低かったところでは、主に小中一貫教育に関すること、いじ

め防止の取り組み、教育相談に関することでした。小中一貫教育は、「小

中一貫教育ニュースレター」にもその活動を紹介していますが、荻窪中

学校、桃井第三小学校とよく連携し、これからも一層充実した活動を行

ってまいります。いじめ防止の取り組みでは、早期発見・早期解決に力

を注いでまいりましたが、来年度に向けて、特に道徳教育を充実させ、

心の教育を推進して、「いじめをしない、させない」素地を作ってまい

ります。本校が継続して取り組んでいる、環境教育や日本の伝統文化の

体験、強い体をつくる活動等を学校支援本部の強力な支援も得ながら、

子供たちが安心して、楽しく学校生活を送れるように尽力してまいりま

す。  自ら考え、判断していけるような自主性・自立性を育み、思い

やりのある豊かな人間性を培っていけるように、全教職員が力を合わせ

て、全ての子供たちに向き合い、教育活動を進めてまいりますので、変    

わらぬご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。 
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 調査項目 肯定率 

１ 学校生活全般 51％ 

２ 学校の教育目標の共有 47％ 

３ 人材を活用した教育 42％ 

４ 小中一貫教育の効果 32％ 

５ 特別支援教育の推進 36％ 

６ 特色ある教育の効果 47％ 

７ 小中一貫教育の推進 43％ 

８ 学習の成果 50％ 

９ 学習に対する評価 44％ 

10 ICT 機器を使用した学習 36％ 

11 いじめ防止に向けた取り組み 32％ 

12 他者と共存するための力 44％ 

13 体力向上・健康教育の推進 50％ 

14 教育相談 33％ 

15 特別支援教育への理解 34％ 

16 危機回避能力の育成 45％ 

17 地域との協働 46％ 

 平成２９年度 教育調査について 

     副校長 四海 満 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「想像力」と「好奇心」 ～3 学期読書旬間の楽しみ方～ 

                         学校司書 土屋文代 

 

 先日、2 年生の図書の時間に詩を楽しむアニマシオン（※アニマシオンは読む力を育て

る読書活動の一つです。）を行いました。谷川俊太郎さんの「くだもの」（「ふじさんとおひ

さま」童話屋より）という詩です。「つるんとたべるの〇〇です」「しゃきっとかじるの〇

〇ならば」～中略～「〇〇はぽいっとくちのなか」・・・さて、みなさんはこの〇〇の中に

どんな果物を入れますか？（注：二文字ではありません。）子供の想像力は実に豊かです。

経験や知識を、記憶の引き出しから引っ張り出し、さらに想像を膨らませて言葉を引き出

します。「〇〇はさくっとつめたくて」の〇〇に「みかん」と答えた子がいました。一瞬「え？」

と考えた子供たち。すると突然、ひとりの男の子がひらめいたように「そのみかん、冷凍

ミカンだったんじゃない？」－なるほど！子供たちはみんな納得の顔。最初に答えた女の

子も安心した顔で微笑みました。私も冷凍ミカンの甘ずっぱい味が口の中いっぱいに広が

り、さわやかな気分です。担任の先生が終わりにもう一度そのことに触れ、いろいろな見

方を認め合えたことをほめてくれました。とてもあたたかい授業でした。 

 もうひとつ良い話。3 年生は、それぞれ選んだ科学読み物を読み、後日紹介する文を書

きます。そこで各自が紹介する 1冊を選ぶ前に、ブックトークを行いました。読み聞かせ

は、鈴木まもるさんの「わたり鳥」（童心社）。校内にかかる橋の下に毎年見られるコガモ

が冬鳥で、遠くシベリアからやってくること。夏鳥（春に南の国からくる鳥）は、山や川

を目印に毎年ひなを育てにやってくること。中には、高層ビルや風力発電の羽に当たって

死んでしまう鳥もいること。野鳥観察前日というタイミングもあって、みんな食い入るよ

うに聞いていました。その後、鳥の本は空っぽに。「もっと知りたい」という気持ちは本を

読む立派な動機です。それにしても素直で、感動してしまいました。「ガンバレ！！まける

な！！ナメクジくん」（三輪一雄作・偕成社）を読んだクラスでは、かたつむりの殻の中に

内臓が詰まっていることを知って、感嘆の声があがりました。（嫌われ者のナメクジはカタ

ツムリの進化形だそうです。）科学読み物は子供たちの好奇心をかきたて、満たしてくれま

す。ファンタジーは苦手・・・という子供の救世主にもなる本です。 

 3学期の読書旬間が 1月 29日から始まります。本校の児童は日ごろから自分の好きな本

を読んでいる子が多いです。今年度最後の読書旬間は、今まで手にしたことのない本との

出会いを楽しんでみませんか？親子で図書館や本屋へ行くのもおすすめです。学校ではブ

ックランチや図書委員のおすすめ本が偶然の出会いを演出します。ご家庭でもぜひお楽し

みください。 

 

 

 味見読書して、紹介する 1 冊を決めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学生になり、初めて習った平仮名や片仮名、漢

字を根気強く練習してきた子供たち。書き初めで

は、この一年間の練習の成果が存分に発揮されまし

た。お手本をよく見て、集中し、そして、自分の字

を味わいながら丁寧に書き上げることができまし

た。書き初め展を見に行くと他学年の作品に圧倒さ

れ、「すごい！」「私も習字で書いてみたい！」と目

を輝かせていました。ますます 

意欲的に学習に励んでい 

くことでしょう。 

 

 4 月に入学してきた一年生となかよしペアを組

み、学校たんけんや運動会などでリーダーとしての

自覚をもって活動してきました。「優しく教えてあ

げられたよ。」「ドキドキしたけれど、うまくでき

た。」一年生との活動を通して、自信がもてたよう

です。学習でも生活でも、どんなことにも一生懸命

諦めずに取り組むことで、大きく成長しました。 

 

 初めてのクラス替え。緊張と不安、楽しみが入り混

じったような気持ちで進級した４月でした。一年間を

通して、仲間と一つのものを創り上げてきました。運

動会では、グループに分かれ振り付けを考えて練習に

励みました。学芸会では、表現やダンスの振り付けを

話し合い、みんなの劇をさらに良くしていこうと工夫

を凝らしました。学習では、ペア・グループ活動を多

く取り入れ、友達の考えを聞いたり、他のグループの

発表から学んだりすることが上手になりました。何に

でも意欲をもって取り組むことのできる良さを大切

に、上学年への準備をしています。 

 学年スローガン「努力・仲間」。全校遠足、いお

ぎまつりでは初めてリーダーを務めました。リーダ

ーとしての苦労や大変さはありましたが、１つのこ

とをやり遂げた充実感や達成感を味わうことがで

きました。運動会、学芸会、２分の１の成人式では

実行委員を中心に取り組んできました。その中で

「どのように表現することで相手に伝わるか」を意

識しながら取り組みました。それぞれが責任感をも

って活動することで大きな自信となりました。残り

２ヶ月も１日１日を大切にし、高学年に向けて、頑

張っていきます。 

１年生 
 

２年生 
 

５年生 
 

４年生 
 

３年生 
 

６年生 
 

声を掛け合っ

て行動！ 

 子供たちに一年間を振り返って何が一番の思い

出残っているか聞いてみました。多くの子供たちが

選んだのが、初めての宿泊行事だった「移動教室」

でした。その中でも特に楽しかったのが、バスや弓

ヶ浜クラブの部屋で過ごしたみんなとの時間。みん

なでゲームをしたり、歌をうたったりして、いつも

とは違う友達の一面を見られたことも楽しかった

ことの要因だったようです。「みんなが盛り上げて

くれた。」「みんなで協力して仲が深まった。」とい

う感想が多くありました。楽しかったことと同時に

学んだこともたくさんあったはずです。それらを生

かして、大きく成長していって欲しいです。 

 

 

 

 すべてに「最後の」が付く一年間でした。「最後

の」運動会、「最後の」学芸会。自分達で作り上げ

ていくことの大変さや難しさを学びました。少ない

人数の学年で、一人一人の仕事が大きくなることも

ありました。最高学年として、井荻小の顔として活

動してきた一年。頼もしく見えました。 

日々の生活の中で、日々の生活の中で悩んだり葛

藤したりする時もありました。そのたびに話をし、

考えてきた１年。これは大切な経験です。残りの小

学校生活、仲間との時間を大切にして過ごしてほし

いと思います。 

   

              

 

 

みんなで心を 

一つにして 

がんばったよ！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

１  木 幼保小交流（５年） 

２ 金 ＳＣ 

３ 土 囲碁・お囃子 

４ 日 漢検（９：００～） 

５ 月 委員会 

６  火 凧あげ（１年） 

７ 水 ４時間授業（１年３組研究授業） 

８ 木 きょうだい学年集会 口腔保健指導（５年） 

９ 金 安全指導             ＳＣ 

10 土 土曜授業  読書旬間終 

11 日 建国記念の日 

12 月 振替休日 

13  火 避難訓練  茶の湯体験（６年） 

14 水  

15 木 ★ 

16 金 新一年生保護者会         ＳＣ 

17 土 囲碁・マナーキッズテニス 

18 日  

19 月 クラブ見学（３年） 

20  火 幼保小交流（１年） 

21 水  

22 木  

23 金 ＳＣ 

24 土 お箏・生け花 

25 日  

26 月 クラブ（最終） 

27  火  

28 水  

２月の生活目標  

「一年間の成長をふり返ろう」 

生活指導部 中村 光春 

 

先日、今年度最後の計測がありました。どの子も身長

この一年間で、自分の体が大きく成長していることを感

じているようでした。毎日接していると、大きくなって

いるという実感は薄いですが、子供たちは、日々成長し

ていることがよくわかる計測でした。 

子供たちは体とともに、心も成長しています。しかし、

心の成長は、意識して見ないと見えにくいものかもしれ

ません。 

学校では、行事を通して子供たちの成長を感じること

があります。今年度は運動会と学芸会がありました。自

分の目標を立ててそれに向かって努力することや仲間

と協力して物事を達成したときの喜びが子供たちの心

の栄養となっているように思います。 

また、大きな行事だけではなく、日々の生活の中でも

「本気で取り組むこと」や「継続して取り組むこと」「認

められること」が子どもたちの成長や自信につながると

思います。 

次の学年に向けて希望をもって進めるように、ご家庭

でも子供たちと一年間の出来事を振り返り、成長を実感

できるような温かい声かけや励ましをよろしくお願い

します。 

２月行事予定 

スクールカウンセラー来校日・・・ＳＣ 

給食費引き落とし日・・・★ 

ユニセフ募金 

 ユニセフ集会での代表委員の呼びかけにこたえて、た

くさんの子どもたちが募金をしてくれました。合計、 

３９８９５円集まりました。子供たちの思いは世界に届

くことでしょう。ご協力ありがとうございました。 

書き初め展 
各学年がそれぞれのめあてをもって取り組みまし

た。また、一文字ずつ力強く、丁寧に書きました。 

 保護者の皆様、ご参観ありがとうございました。 

おめでとうございます！ 
第１４回「すぎなみ本の帯アイデア賞」  

アイデア賞 ２年１組  乾 智哉さん 


