
 

 

 

 

 

未来の地域づくり 

○アクティブライフ実践は、「ひとづくり」 

…新しい切り口で、面白い取り組みにチャレンジ

していますね。これからが楽しみです。… 

 中間報告会の保護者アンケートに書かれてい

ました。このような励ましの声をいただくと、さ

らに子供たちのためにできることはないだろう

かと、私たちは、力が湧いてきます。 

１１月１８日（土）に行われた中間報告会では、

本校の取り組みである、運動、保健・生活習慣、

食育について、授業・協議会を通して保護者や地

域の皆様に知っていただくことができたと考え

ています。保護者・地域の皆様には、リーフレッ

トを配布いたしましたが、ぜひもう一度目を通し、

わが子の通う学校の取り組みに関心をもってい

ただけたらと考えます。 

保護者やまちの人々と共に進めていく「健康づ

くり」が、三谷小学校には似合うと考えています。

健康であってこそ、勉強も仲間づくりも、ひいて

は世の中で活躍するひとづくりも行えるのでは

ないでしょうか。これからの教育、子育ては「み

んなで」が合言葉になります。協力し合い、助け

合い、わが子だけでなく、わが子を取り巻く「み

んな」を生かしてこそ「わが子」も育つのです。

未来は、「みんな」ということが大きくクローズア

ップされると考えます。一人のためにみんなが力

を出し合い、一人一人のいきいきした生活をつく

り上げていくことがゴールのような気がします。 

 

健康も学問・学力も自分のためだけではなく、

みんなのために自身を鍛える、磨く、成長するこ

とがこれからの日本では必要になっていくと考

えます。アクティブライフを「健康づくり」とと

らえていますが、中間発表を終え、もしかすると

「人づくり」であり、学びの原点を考えることに

もなる気がしてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       校長 山岸 一良 

○健康づくりは、「未来づくり」 

先日、国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ）のうち、

グループで協力して課題を解決する力を図った

結果が公表されました。報道では「日本２位」の

文字が踊っていましたが、これから子供たちが活

躍する時代を考えたとき、グローバル化は確実に

進み、多数の人の知識や経験を生かして物事を成

し遂げていかなくてはならない時代となるでし

ょう。問題解決のために、集団で力を出し合うこと

が強みである反面、異なる意見を認め、苦言を受け

止めることは苦手であると指摘さています。他者

の気持ちに寄り添い、配慮する言い方など、日常

の場面での表現が自然と素直にできる日本人で

あればよいということでしょうか。 

本校で進めている、アクティブライフ実践の中

には、「課題発見学習」も組み込まれています。田

植えをしながら、口腔衛生指導を受けながら、跳

び箱運動をしながら…。「こうしなさい」「あれが

いいんだよ」と一方的に進めるのではなく、体験

や活動から「発見していく」「みんなで考えていく」

ことを行っています。 

２０１７年！１０年後２０年後を予想するこ

とが難しい時代に突入したと言われています。今

こそ自分で不思議に思うこと、解決したいことを

見付けていくことが大切なのです。 

三谷小学校の教育目標に「地域ではぐくみ、世

界に育つ」という言葉があります。まさに教育の

柱となる「知・徳・体（知育・徳育・体育）」。学

びは世界にあると考えます。 

朝、正門前で泣いている１年生の女の子を登校

してきた５年の男の子たちが「大丈夫、一緒に行

こう」と声をかけて背中を押している姿を見て

「いいぞ」と思いました。「みんな」を大切にしな

がら「おのれ」が育つ。そんな健康教育を推進し

たいと考えます。 

１２月の学校行事 

みんなでつくる わたしの いきいき生活 運動 推進中 

 

 

 

平成３０年１１月２９日 
学校だより１２月号 

NO.５３６ 
杉並区立三谷小学校 

春待月 思いやり 

校長 加納直樹 

 

 １２月の呼び方には、一般的に呼ばれる「師走」(しわす)のほかにも、果月(はてづき)、極月(ごくづ

き)、暮来月(くれこづき)、春待月(はるまちづき)、梅初月(うめはづき)などがあります。 

 私はこの中で、「春待月」という呼び名が好きです。「師走」と聞くと、忙しさばかり、何となく焦りを感

じてしまいますが、「春待月」は言葉の響きが柔らかく、そして、温かさが感じられるからです。 

私たちもこの１２月に、来る春に向けてしっかりとした備えをしたいものです。そのためには、今年を

しっかりと振り返り、自分がよくできたこと、よくできなかったことなどを確かめておくことが大切です。

子供たちにも、この２学期、あるいはこの１年を謙虚に振り返らせ、自分自身を見つめ、次の学期や

次の年へいかすように指導していく１２月となるようにします。 

 さて、今年１年を振り返り、子供たちの内面的な成長ぶりはいかがだったでしょうか。「思いやりをもっ

て、人と接するようになりました。」「優しい言葉遣いをするように気を付けていました。」など、その子

なりの成長が見られたでしょうか。 

よりよい人間関係を築いていく上で、「思いやりの心」を育むことがとても大切であると考えます。

「思いやり」は、たくさんの人たちと接する経験を積んでいくうちに、相手の気持ちになって考えたり、

同情・共感したりすることができるようになって生まれるものです。それは、他者の痛みがわかり、他者

の気持ちが理解できるようになるから、思いやりのある行動や言葉掛けができるようになるともいえま

す。 

では、子供たちの思いやりの心を育てるにはどうすればよいのでしょうか。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち大人も、自分自身を振り返り、子供たちのよい手本となり、子供たちの「思いやりの心」を

大きく育てていきましょう。 

◇子供自身に周りから思いやってもらっている実感をもたせる 

思いやってもらったことのない人は、他人を思いやることはできるでしょうか？ 自分のことに注意し

てもらっている、存在を認めてくれている（無視されない）、尊重してもらっている・・・そんな実感

が、子供たちに必要だと思うのです。  

◇周りの大人がよき手本となる 

見習うべき近くにいる大人が、周りにいる人の気持ちを大切にし、人のためになることをすすんでし

ている姿を見せることで、同じような気持ち・行動が自然に身に付くと思います。 

◇子供自身のしたことを大いにほめ、時には厳しく叱る 

    甘やかしてばかりもだめだし、子供のすることに口を出し過ぎて過干渉になってもいけないと思いま

す。優しい言動や、人のために何かしたようなときは大いにほめ、自己中心的なわがままな言動

や、人を傷付けるような態度は厳しく叱る。メリハリが大切なように思います。 

 



４年 ｢真心をこめてお弁当を作ろう｣ 

 ４年生は、「だれのためにどんな弁当を作るか」

について、グループで調べ学習をしながら探究して

います。江口先生に「主食・主菜・副菜」について

教えていただき、実際に自分たちで考えている弁当

を作りました。実際に作ることを通して、食の「大

切さ」と、そこに込められている「真心」を実感し

ます。次は「弁当の日」に向けて、自分のお弁当を

計画します。「真心」のこもった 

「弁当作り」ができるよう、 

一人一人が頑張ります。 

生活科・総合的な学習の時間の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 「おやつの達人になろう！」 

 ３年生は、心にも体にも良いおやつについて学

習をしてきました。１１月には、各クラスで「白玉

団子」を作りました。この経験を活かしながら次の

学習では、グループごとにアイディアを出し合い

ながらオリジナルの手作りおやつに挑戦しまし

た。パンケーキ、フレンチトースト、お団子、五平

餅、焼きリンゴなど、 

体に良いおやつにするため 

に食材を考えて作りました。 

楽しみながら笑顔で作り、 

心にも体にも良いおやつ 

が完成しました。 

 

１年 

 １年生は生活科で、にんじんとカブを育ててい

ます。江口先生に教わりながら種まきをして、成長

の様子を観察しています。先月はにんじんを収穫

しました。 

また、生活科見学で、府中市郷土の森博物館公園

に行ってきました。初めてバスに乗って皆で移動

したり、昔のことについて知ったり、秋の昆虫や木

の実や、木の葉を探したりしました。学びの多い１

日になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

｢やさいをそだてよう｣の学習では、小松菜、大根、

かぶ、を育てています。収穫した野菜で「サラダパ

ーティー」を行い、収穫の喜びや食べ物への感謝の

気持ちを学びます。｢わたしの町はっけん｣の学習

は、お店や施設の方々にご協力をいただき、探検に

出かけて見学やインタビューをさせていただきま

した。自分の住む地域の施設やお店、人の良いとこ

ろをたくさん発見することができました。学校支

援・地域共生本部やたくさんの保護者の方にご協力

いただき、有意義な活動を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年 「われら、ふる里の味調査隊!」 

５年生は、日本の食文化への理解を深める学習

をしています。日本の代表的な主食である米につ

いて、「作り方」「種類」「害虫や農薬」など、自分

たちで課題を選び、調べ学習をしました。また、実

際に忍野村で田植え体験もしました。自分たちが

苗植えをしたお米が先日、忍野村より届きました。

これから家庭科の学習を生かし、このお米に合う

料理として、グループで考えた味噌汁作りを行い

ます。様々な体験から農家の方の苦労や思い、願い

を知り、食に感謝することの大切さを学んでいま

す。 

  

６年 「どんなもんだい！世界の食文化」 

６年生は、世界の食について学習をしています。 

世界の国々で「飢餓」が起きているという事実に直

面することをきっかけに、飢餓とはどのようなもの

なのかを調べ、知識を深めました。一方で、日本は

飢餓よりも「食べ残し」や「食品ロス」などという

問題があることに気付きました。現在は、日本の食

の実態に目を向け、問題点を見付けたり、疑問に思

ったことについて調べたりしています。今後は、課

題の改善・解決に向け、自分たちにできることを探

究していきます。自分の生活や体験と重ね合わせ、

自分なりの感想をもって学習に取り組んでいます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★連合運動会【６年：１０月３０日（水）】★ 

１０月の半ば、運動会が終わって早々、６年の子供たちは連合運動会の練習を始めま

した。全員が走る１００ｍ走の他、ハードル走、走り高跳び、持久走の三つから自分に

合った種目を選び、朝の時間や体育の時間を使い、一生懸命練習に励みました。継続し

て記録をとっていく中で、「もっと上手になりたい！」「もっと記録を伸ばしたい！」と、

練習を工夫したり、友達同士で教え合ったりする姿が、子供たちの間で自然に生まれる

ようになりました。中には、自主練習を行ってから登校する子たちもいました。「やらさ

れる」のではなく、向上心をもち「自らなす」姿に、三谷小学校の最高学年としての頼

もしさ、逞しさを感じました。その姿は、練習だけでなく、準備や片付けでも発揮され、

自分が使う用具はもちろん、他の種目の用具までも進んで手伝ってくれる子が多く、毎

朝の練習を気持ちよくスタートできました。 

 また、各クラス、最高記録を目指して日々長なわの練習に励んできました。記録が伸

び悩むこともありましたが、そのたびにクラスで真剣に話し合ったり、休み時間に練習

を重ねたりしてきました。練習を通して各クラスとも団結力を強めていきました。 

 連合運動会の当日は、子供たち一人一人がそれぞれの種目で全力を出していました。

男子１００ｍ走、男子５０ｍハードル走、女子走り高跳びでは、三谷小学校の子たちが、

今大会の最高記録を樹立しました。さらに、代表リレーでは、女子が３位、男子にいた

っては、見事、大会新記録を打ち立てることができました。クラス全員の気持ちを合わ

せて臨んだ長なわ跳び。記録としては、子供たちにとって満足いくものではなかったよ

うですが、励ましの声を掛け合いながら、真剣に競技に取り組む姿は、どのクラスも三

谷小学校代表としてふさわしい立派なものでした。子供たちも結果や自分たちの頑張り

に大いに満足し、笑顔で終えることができました。当日は、多くの保護者の方々も応援

に駆けつけてくださいました。保護者の方々からの温かい声援も、子供たちの大きな力

になったにちがいありません。 

今回子供たちが連合運動会を通して培った力をさらに伸ばし、卒業までにもうひとま

わり成長できるよう、指導していきます。校内や地域で頑張っている６年生の姿を見か

けましたら、どうか温かい声掛けをよろしくお願いいたします。 

 

 



 

※ＳＣ…スクールカウンセラー出校日 

※２６日（水）おせち料理教室 

○３学期始業式 

１月８日（火）８時３０分より体育館で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学 校 行 事 

１ 土  

２ 日  

３ 月 
児童朝会 委員会活動 避難訓練 

高齢者体験３年 弁当の日 1・2 年 

４ 火 
読み聞かせ・朝読書 リザーブ給食 

保護者会３・４年 高齢者体験 3 年 

５ 水 
ラグビー授業（４－２） 

全校４時間授業 

６ 木 
安全指導 歯科検診１・３・５年 

全校４時間授業          SC 

７ 金 
運動タイム 井草中 I 組交流 

保護者会５・６年 

８ 土 第８回土曜授業 小中合同地域清掃 

９ 日          

10 月 
学年・学級の時間 弁当の日３・４年 

書写教室３年 

11 火 読み聞かせ・朝読書 保護者会１・２年 

12 水 
社会科見学 6 年（１～５年４時間授業） 

和食器給食 5 年（1４日まで） 

13 木 
音楽朝会 全校５時間授業 

歯科検診２・４・６年      SC 

14 金 外遊び 

15 土  

16 日  

17 月 児童朝会 弁当の日５・６年 

18 火 
読み聞かせ・朝読書 

理科出前授業 3 年（１組・３組） 

19 水 理科出前授業 3 年（２組） 

20 木 
言葉の学習 給食終わり  

読み聞かせの会 全校５時間授業  SC 

21 金 水曜時程 終業式 全校４時間授業         

22 土 冬季休業日始 

23 日 天皇誕生日 

24 月 振替休日 

冬季休業日始 1 月７日（月）まで 

１２月の生活目標 

○きれいな学校にしましょう 

 

 

○ 

 

 

 

 真っ赤に色付いた木々も、あっという間にその葉

を落とし、朝晩の冷え込みが厳しい季節となりまし

た。 

 １２月の生活目標は「きれいな学校にしましょ

う」です。現在三谷小学校では、掃除の時間に、６

年生が１年生の教室に掃除を手伝いに行っていま

す。また PTA の方々が草むしりやゴミ拾いをして

くださっています。ありがとうございます。大人も

子供も、学校や教室をきれいにすることを率先して

行うという手本を見せることで、すすんできれいな

学校にしようとする気持ちが育つと良いです。 

きれいな学校は、大変気持ちの良いものです。具

体的には、校庭や教室がきれいであるということ、

靴箱の靴がそろっていたり、机がきれいに並んでい

たりすることが挙げられます。きれいな環境は、き

れいな心や、やる気を育むことにもつながります。 

昔から日本では年末には大掃除をして、すすや汚

れを落とし、気持ちも新たにして新年を迎えるとい

う慣習があります。今年の冬休みの機会にご家庭で

も、掃除や整理整頓をぜひ子供たちと一緒に行って

みてください。 

     ～ お 知 ら せ ～ 

・８日（土）「土曜授業」８時３５分から９時５０分

まで井草中 1 年生と合同地域清掃を行います。 

・２０日（木）に読み聞かせの会があります。大人

の方もこの日は聞く側になり、読み聞かせの楽し

さを味わってみませんか。 

・1 月１２日（土）「土曜授業」では伝承文化の日と

して、地域の皆様や親子で伝承遊びを楽しみます。 

学校運営協議会 

12 月 6 日（木）18：00～19：00  
【協議事項】特別支援教室開設 運用の報告 

 
＜次回＞ 
 1 月 18 日（金）18：00～19：00 
【協議事項】次年度の学校経営計画案の検討 

 
 
 
 
 

１２月の学校行事 


