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 食育の指導 
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桃井 第 一小 学 校  

（3390）3178（代） 

No.６１７  

平成３０年 ６月 

近年、食生活を取り巻く社会環境の変化に伴い、偏った栄養摂取

や不規則な食事、肥満や過度の痩身、生活習慣病の増加など、大き

な社会問題となってきています。また、子供の頃に身に付いた食習

慣を大人になって改めることは、非常に難しいとされています。こ

うした背景もあり、学校では、成長期の子供への食育に力を入れて

おり、健やかに生きるための基礎を培うことを目的として給食指導

を実施しています。 

学校給食の目標は、適切な栄養の摂取による健康の保持増進や、

食事についての正しい理解、望ましい食習慣の形成、自然の恩恵へ

の感謝や、生命や自然を尊重する精神の育成、食にかかわる人々に

支えられていることの理解、各地域の優れた伝統的な食文化につい

ての理解などがあります。 

時間割には、月曜日から金曜日まで、昼の４０分間を給食時間と

して位置付けています。 

本校の給食時間には、栄養士が発行する給食通信『ぱくぱく』を

「いただきます」の前に子供たちが読んでいます。その『ぱくぱく』

を通して、手洗いなどの衛生に留意して準備や片付けをすることの

重要性、旬の食材や料理の説明、食事のマナーについてなど、毎日、

「食」に関する話題に触れることができるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校給食に地域の産物を活用することによって地

域の食文化や産業、生産や流通、消費などの食料事情等に

ついても理解できるようにしていきます。地元の野菜を使

うと、食料の輸送に伴う環境への負荷、コストや時間が縮

小でき、より新鮮でおいしいものが手に入る、ということ

も社会科の学習だけでなく、給食を通して学ぶことができ

たらと考えています。桃一小でも、地場産の野菜を給食に

取り入れており、5 月には、杉並区上高井戸の生産者、鈴

木宗孝さんの作る小松菜や玉ねぎをみそ汁の具やドレッ

シングとして給食で使用しました。鈴木さんは、約 5000

平方メートルの広さをもつ畑をご夫婦で運営されていま

す。水分や養分の投与を管理できる新方式のビニルハウス

でのトマト栽培に挑戦するなど、チャレンジ精神のある生

産者です。天候による 

生育の状況にもよります 

が、6 月の給食では鈴木 

さんのトマトやきゅうり 

を使用する予定です。 

学校でも、食育に力を入れておりますが、ご家庭でも、

今日の給食の話などから、バランスのよい食事や規則正し

い食生活など、話題を広げていただけたらと思います。 

 

＜学校ニュース＞  
○今年度も地域・保護者の皆様のご理解・ご協力のも

と、桃一まつりの準備が始まりました。桃一まつり

は７月１４日（土）です。ぜひご参加ください。 
○６・７・８月は学校の外壁工事などの都合で校庭開

放は中止いたします。よろしくお願いいたします。 
○５月、６月はいのちの教育月間です。ご家庭でも命

の大切さ尊さについて話す機会をつくっていただ

けると幸いです。 
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６月の生活目標「遊び方に気をつけよう」     生活指導部だより 

これから梅雨の季節となり、校庭や屋上で遊べない日が多くなります。６月の生活目標は、「遊び方に気をつ

けよう」です。教室内の遊び方を工夫しているか、危険な遊びはしていないかなど、遊び方を振り返り、安全に

過ごしていくことがポイントです。教室、校庭での遊び方の決まりを守りながら、安全に楽しく遊びましょう。 

 

研究の取り組み 

桃一小では今年度も、「自ら育むからだ力～心と体の健康づくりを通して～」をテーマに校内研究を進めてい

きます。 

子供たちが、自分の健康や食生活に関心をもち、望ましい運動習慣と生活習慣を身に付けられるように、「か

らだ力向上カリキュラム」に基づいた食育・運動・生活習慣に関する授業を各学年で行っていきます。また、道

徳と体育を中心に、心豊かに学び合う授業づくりの研究を進めていきます。 

長なわやマラソン、からだ力ブックの活用による歩数調査等の日常的な取り組みは継続して行っていきます。

引き続き、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

桃一小には 12 の委員会があります。前期委員会の委員長に抱負を聞きました。 

 

代表 

全校の代表として委員全員で精

一杯頑張って楽しい学校にしま

す。よろしくお願いします。 

 

理科環境 

桃一小の自然環境や理科室の整

備を委員みんなと協力してがんば

ります。 

 

放送 

聞いている人が楽しめるような

放送ができるように、委員長とし

てがんばります。 

  

器楽 

美しい伴奏ができるように、委

員一同頑張りますので、よろしく

お願いします。   

 

図書 

活動は本の整理や貸し出しを行

っています。よりよい図書室にで

きるようがんばります。   

 

飼育 

ルビーが快適に暮らし、委員も

楽しく活動できるように、委員長

として頑張ります！ 

 

集会 

 全校のみなさんが楽しめる集会

を作れるよう委員一同全力でがん

ばっていきます。  

 

保健 

みんなが元気に清潔に生活でき

るように、委員一同精いっぱい頑

張ります。         

 

運動整備 

委員全員で、みなさんが運動し

やすい環境をつくれるようにがん

ばります。     

 

新聞 

クラスで新聞を書いて、みんな

で見合って、よりよい新聞を作り

ます。       

               

給食 

栄養のあるおいしい給食をみん

なに知ってもらうために給食委員

で協力してがんばります。  

 

美化 

美化委員会は、主に掃除用具点

検・環境美化を促進させる取り組

みをしています。  
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スポーツを通して心身の向上、他学年との交流、主体性の育成を目的に行っています。火曜日サッカ

ー・卓球、水曜日バドミントン、木曜日バレーボール・野球、金曜日バスケットボール、というスケジ

ュール活動しています。ここ数年は毎年参加者が増え、活気にあふれています。 
 各スポーツの担当の先生に紹介をしてもらいました。 

 
 

 

スクールカウンセラーとは？ 

☆お子さんについて心配なことや気になることがある時にご相談をお受けし、問題解決の糸口を探す

お手伝いをさせていただきます。原則週 1日（木曜日）に勤務をしています。 

相談内容は？ 

☆お子さんの友人関係や学習面、行動、性格、ご家庭での様子や接し方など、「これはどうなんだろ

う？」「困った…」と感じている内容でしたら、どのようなものでも構いません。 

ご相談内容に、「こういうものでなくてはいけない」というものはありません。 

☆困っている状況から少しでも良い方向へ向かえるよう、一緒に考えさせていただきます。 

相談について 

☆まずは、相談日時を決めさせていただきます。下記電話番号へご連絡ください。 

 

 

☆相談可能日は、下記＜スクールカウンセラー来校日＞となります。またスクールカウンセラー便り 

等でもお知らせいたします。 

☆スクールカウンセラー来校日以外や、相談中などの場合、教育相談室直通電話は、留守番電話につ 

ながります。クラスとお名前、ご連絡先を録音いただければ、折り返しのお電話をいたします。メ 

ッセージをお残しください。 

☆相談をお受けする場所は西校舎３階の教育相談室です。音楽室手前、階段を上ったすぐの部屋です。 

☆ご相談いただきました内容に関しましては、秘密保持をお約束いたします。どうぞご安心してお越 

しください。 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆さまのご都合の良い方法でお気軽にご活用いただければと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。             スクールカウンセラー  遠藤 新 

バドミントン 

参加人数が多く、非常に人気が

ある種目です。水曜日に活動し

ています。 

サッカー 

今年も、大人気の種目の一つです。

経験者、未経験者ともに多くの児童

が参加し、活気のある練習をしてい

ます。 

卓球 

総当たり戦を中心として、日々

体力の向上を目指しながら体

育館で練習を行っています。 

バスケットボール 

自分たちでチームを決め、練習

や試合を通じて技能の向上に励

んでいます。 

バレーボール 

人数の少ない中、自分たちで話し合

いながら主体的に運動に取り組ん

でいます。 

野球 

今年も元気に活動しています。

6 年生が中心となり練習に励

んでいます。 

スクールカウンセラーより 

教育相談室直通電話：03－3390－3187 

＜スクールカウンセラー来校日＞           
６月：７日、１４日、２１日、２８日    １１月：１日、８日、１５日、２２日、２９日 
７月：５日、１２日  ８月：３０日    １２月：６日、１３日、２０日 
９月：６日、１３日、２０日、２７日    １月：１０日、１７日、２４日、３１日 
１０月：４日、１１日、１８日、２５日    ２月：７日、１４日、２１日、２８日 



6月の予定
行事予定 給食献立 PTA関係 校庭開放

1 金 音楽朝会
メキシカンライス　コーンシチュー
ごまドレサラダ　甘夏みかん

2 土 野球
バドミントン

3 日 野球

4 月
全校朝会　　委員会活動
水泳指導開始

きなこ揚げパン　豆腐団子スープ
パリパリサラダ

5 火 歯科検診（低学年）
かみかみわかめご飯　いかの生姜焼き
大豆とじゃこの甘辛揚げ　のっぺい汁

卓球

6 水 安全指導
ひじきご飯　ちくわの磯部揚げ
野菜のみそ汁　そら豆

バレーボール

7 木
体力調査（2年・5年）
歯科検診（中学年）

あんかけチャーハン
もやしとニラのごま風味　春雨スープ

8 金
体力調査（１年・３年・４年・６年）
防災館見学（5年）

麦ごはん　飛び魚ハンバーグ
吉野汁　冷凍みかん

バドミントン

9 土 バレーボール

10 日 野球

11 月 全校朝会
梅わかごはん　きすの天ぷら
カリカリ油揚げのサラダ　せんべい汁

12 火 Ｂ時程　５時間授業
スパゲティクリームソース
何でも千切りサラダ　すいか

卓球

13 水 B時程　午前授業
麦ごはん　鶏肉の香味焼き
野菜の煮物　小松菜のいそ和え

バレーボール

14 木 体力調査（予備日）
新生姜ご飯　ごぼうの柳川焼き
キャベツとわかめのさっと煮　みそ汁

15 金
児童集会
富士学園移動教室保護者会（5年）

中華菜飯　ジャンボギョウザ
茎わかめスープ

バドミントン

16 土
学校公開（ICT）
道徳授業地区公開講座

卓球

17 日 野球

18 月 全校朝会　　クラブ活動
ピザトースト　ボイルアスパラガス
じゃが芋とウインナーのスープ　メロン

19 火
読書旬間開始
消防署見学（4年）

麦ごはん　鶏肉とコーンの揚げ煮
切干とキャベツのごま酢和え　すまし汁

卓球

20 水
チキンライス　キャベツと肉団子のスープ
カリカリごぼうサラダ

バレーボール

21 木 避難訓練
麦ごはん　ホキの麦みそ焼き
じゃが芋のそぼろ煮　大根のゆかり和え

22 金 児童集会
リザーブ給食
（事前に自分で選んだ献立を食べます）

バドミントン

23 土

24 日

25 月 全校朝会　移動教室事前健診（5年）
スパイシートマトライス
チーズオムレツ　野菜スープ

26 火
音楽鑑賞教室（５年）
水道キャラバン（4年）　保護者会（低学年）

麦ごはん　ししゃものから揚げ
キャベツの辛子醤油和え　豚汁

卓球

27 水
富士学園移動教室（5年）開始
給食試食会（1年PTA）

麦ごはん　むろあじのメンチカツ
糸寒天のごま酢和え　みそ汁

バレーボール

28 木
富士学園移動教室（5年）
保護者会（中学年）

チンジャオロースー丼
にら玉スープ　かぶの香りづけ

29 金
富士学園移動教室（5年）終了
読書旬間終了

冷やし天ぷらうどん
野菜のごま和え　冷凍みかん

バドミントン

30 土

※ 行事予定は変更される場合もありますので、お子さんの連絡帳や学年からのお知らせをよくお読みください。

4




