
  

 

 

 

  「スタンダード」で見直しを         生活指導主任  大畑 伸悟 

 

 長い夏休みが終わりました。子供たちは、普段で

きないような体験をしたり、物事にじっくりと取り

組んだりと、有意義な生活が送れたことと考えま

す。これぞ夏休みの良さです。 

また、夏休みの面談期間に、すべてのご家庭と個

人面談を行いました。学校やご家庭での子どもの様

子について情報共有するとともに、子供のよさや今

後の課題についても明確になったのではないでしょ

うか。学校では、このことを生かし、ご家庭ととも

に子供たちをよりよき成長へと導いていきます。 

さて、三谷小学校のホームページに、子供たちの

生活について「三谷スタンダード」として掲載して

います。2 学期が始まるにあたり、今一度、このス

タンダードの内容と普段の子供たちの様子から、生

活の見直しをしていただきたいと考えます。 

 

＜登下校について＞ 

登校時刻は、８：１０～８：２０です。多くの子

供たちは、ゆとりをもって登校しています。しか

し、登校してくる際に、友達と遊びながら来たり、

道の真ん中を歩いたりする子供たちの姿を見掛ける

ことがあります。また、後ろからランドセルを引っ

張ったり、押したりする姿や、傘を振り回している

姿も見掛けることがあります。道路では、横に広が

らないで歩くこと、横断歩道の白線のところを渡る

こと、遊んだりふざけたりしないで歩くことなど繰

り返し指導をしています。 

時間を守ること、交通事故にあわないこと、地域

の方に迷惑をかけないこと、が大切です。 

また、朝会や集会があるときには、開始時刻に間

に合うように８：２０には教室から移動を始めてい

ます。ところが、時間ぎりぎりで教室に向かおうと

する子供たちがいます。多くの子は、２０分の開始

時間に間に合うように校庭に出て整列しています

が、一部は、２０分を過ぎて校庭に出てくることも

あります。残念な風景です。時間を意識しながら行

動し、８：１０に校門をくぐれるようにするとこの

ようなことが解消できそうです。気持ちのよいスタ

ートを切るためにも少し早めの行動ができる三谷の

子になってほしいと考えます。 

 

＜挨拶について＞ 

本校は、挨拶をとても大事なものとして捉えてい

ます。ご存知でしょうか、「三谷小の挨拶」という

ものがあります。 

① 相手と目を合わせる。 

② 「おはようございます。」などの挨拶言葉を

相手の顔を見て行う。 

③ おじぎをする。 

ここまでの一連の動作を一度に行うことが 世

の中では多くなっていますが、本校の基本的な指

導は違います。①～③を順に行います。そこに

は、マナーというものを学んできた伝統が生きて

いるからです。単に言葉をかわすというだけでな

く、相手と気持ちを通わせることを大切にしてい

るからです。学年が上がるに従って、さらに相手

に聞こえるはっきりとした声で、自ら挨拶できる

ようになってほしいと考えます。自信と誇りをも

った三谷の挨拶です 

お子さんだけでなく、おうちの方にも取り組ん

でいただけたらと考えます。 

 

※報道でも耳にしますが、夏休み明けは自殺が増え

るという傾向があります。学校でも、いじめや自殺

等の防止には十分気を付け、子供たちに寄り添える

よう努力しています。子供たちの生活の状況をご家

庭と共有することが大切だと考えます。様子や気に

なることがありましたら、学校にお伝えください。

また、保護者同士の交流の中から相互に理解できる

ことも多々あります。ＰＴＡ活動などを通し、知り

合う仲間づくりもしていただけたらと考えます。 

 

平成３０年８月２８日 

学校だより８,９月号 

ＮＯ．５３３ 

杉並区立三谷小学校 

「みんなでつくるわたしのいきいき生活」運動推進中 



  

  

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アクティブライフ 「みんなでつくる わたしの いきいき生活」 
                          健康体育主幹  鈴木 順也 

 本校は「アクティブライフ研究実践校」に指定され、様々な取組を行ってきました。この取組を通し

て、子供たちが学校を卒業してからも自ら健康について考え、自ら健康的な生活を送ることができる大

人になってほしいと考えています。そして、子供も大人も健康的に暮らせる地域づくりを目指していま

す。学校では、食育、運動、生活習慣、地域との連携の観点から様々な取り組みを行ってきました。こ

れらのことを生かして、ご家庭でもアクティブに健康について考えたり、実施したりできるとよいと思

います。 

＜ご家庭でできるアクティブライフの実践例＞ 

 運  動…ラジオ体操への参加 親子での遊び・運動 スポーツの大会への参加 散歩 など 

 食  育…朝食を家族で食べる 和食中心の食生活 栄養表示や産地を見て食材を買う  

親子で料理をする 旬の食材を使う 野菜を育てる など 

 生活習慣…早寝早起き朝ごはん 歯みがきをきちんと行う ゲームやテレビの時間を決める 

 地域連携…地域料理教室、地域子供乗馬教室、早稲田ラグビー観戦体験、杉並区親子体操教室など 

      地域や学校行事への参加 上井草スポーツセンターの活用  など 

 

夏休みは普段できないことを行ったり、旅行に行ったりして楽しく過ごしたことと思います。2 学期

になり、生活のリズムを意識するために、「早寝早起き朝ごはんチャレンジ」を行います。8月 30日（木）

から 9月 5日（水）の 7日間、早寝早起き朝ごはんについてチェックしますので、ご家庭でお子さんの

生活について確認したり、見直したりできるようにしてください。 

 

「アクティブライフ研究実践校」の発表会を１１月３０日（金）に行います。ぜひ、ご参加いただき

共に学び、支え、創ることを大切にできればと考えています。 

 

 

夏季パワーアップ教室 

教務主任 川原田 徹 

 １学期の終わり、夏休み期間、２学期の初めを利用して「夏季パワーアップ教室」を実施しています。

算数の学習において今以上に力を付けてほしい児童に対し、個別指導の形で復習の機会を設ける取組

です。今年度は、前半の３日間を２つの期間に分けて行いました。１～３年は７月１７日～１９日に、

４～６年は７月２３日～７月２５日にわたって実施しました。（後半は８月３０日、３１日の２日間で

行います。）１～３年生は、学期中に行ったことで、個人面談や夏季水泳指導との重なりを避けること

ができ、担任全員が子供たちに指導することができました。また、すべての回に、専科と三谷教室の教

員、学校支援本部の方々にも参加していただき、たくさんの目で指導を行うことができました。 

どの学年も１学期に学習した内容を中心に復習を行いました。個別指導の形をとって学習したこと

で、「こうやるのか！」「そういうことだったのか！」と理解を深めた姿を見ることもできました。まさ

に、この取組の成果が表れた瞬間でした。 

子供たちは、短い時間の中でよく集中して取り組んでいました。しかし、これをこの期間だけの取組

として終えてしまっては意味がありません。個別学習で「できた！」という感触を味わったら、それを

自分の力になるまで繰り返し練習することがとても大切です。その繰り返しの学習や復習にあたる部

分は、家庭での取組が中心になってきます。 

２学期も、家庭学習を大切にし、しっかりと力を付けていけるよう、学校と家庭が協力して子供たち

の学びを支えていきたいと考えます。 

 



三谷小 PTA 祭を終えて 

杉並区立三谷小学校 校長 加納直樹 

 

心配された台風の影響もなく、先日三谷小 PTA 祭が盛大に開

催されました。4 月に三谷小に着任した私は、町田 PTA 会長、栢

本 PTA 祭実行委員長が中心になって、この三谷小 PTA 祭を成功させるために早い時期か

ら動いていることは知っていましたが、当日まで何もお手伝いできずにいました。せめて

少しでもお役に立てればと当日は朝から準備に参加しました。朝の 7 時半から、テント張

り、机イスの運搬、やぐらの組立て・・・熱中症になりそうなくらいの暑さの中、大勢

の保護者・地域の方々が力を合わせて午前中は会場設営をしてくださいました。午後は

午後でそれぞれのお店の準備をするたくさんの皆様がいて、保護者・地域の方々の子供

たちへの思いが形になった本当に素敵な手作りのお祭りでした。 

 

こんなにも保護者や地域の方々に大切にされている三谷小学校の子供たちは、とて

も幸せです。我々教職員も幸せです。 

最近、あちこちの研修会などで、非行の低年齢化、子供たちの様々な問題行動を耳

にすることが多く、「子供を育てることが難しい時代になった。」という声をよく聞き

ます。だからなおさら学校と家庭・地域が手を取り合って、共通理解を図りながら同

じ方向へ子供たちを育んでいくことが大切です。 

 『ちいき』を教育の根幹に据えている本校は、それができている学校です。大きな問題や事故がなく、一人一

人の子供たちが健やかに大きく成長できているのは、ご家庭や地域の皆様の多大なるご支援・ご協力があればこ

そであると痛感しています。本当にありがとうございます。 

 

 三谷小学校の子供たちが、保護者や地域の方々にやってもらうことを当たり

前と思っていたら困るなぁと思っていましたが、三谷小 PTA 祭を終えて少し考

えが変わりました。もちろん親や、地域の方の思いに気付き、感謝の気持ちをも

つことは、これまで通り継続して指導していきます。  

ただ、「子どもは親の背中を見て育つ」と言われています。親が空を見て美しいと思うならば、子どもも空に美

しさがあることに気付くように、こんなにも学校のために、自分の子どもだけよければいいという姿勢ではなく、

三谷小の子供たちみんなのために労を惜しまず働いてくださる保護者の方の背中を見て育っている子供たちは

きっと学校が好きで、友達思いで、人のために行動できる子に育つはずです。 

 地域と地域の子供たちを愛し、古き良き伝統を大切にする地域の方々の背中を

見ている三谷の子供たちは、地元を誇りに思い、良き伝統を受け継いでいくこと

でしょう。 

 

 「いち・にの・さーんや お祭りＧＯ!!」 思い切り楽しみ、はしゃいでいる姿をお見せしましたが、しみじみ

と三谷小学校の子供たちとこの地域の良さをかみしめることができました。 

 三谷小 PTA 祭に関わったすべての皆様に感謝いたします。ありがとうございました。 

  

盆踊り 

やぐらづくり 

焼きそば屋さん 

三谷町会の皆様 

町田会長・栢本実行委員長の開会宣言 

井草囃子の皆様 

SＩＰＰＳ 
お祭りのフィナーレ ナイアガラ花火 



今年度の校内研究について 
      研究主幹 山田 尚人 

本校の児童は、他校の児童に比べ、運動する頻度が高いという調査結果が出ています。また、昨年度実施

した「体育科授業アンケート」では、「体育の授業が好きである」「体育の授業にすすんで取り組んでいる」

と回答した児童が、全ての学年で９割を超える結果となりました。このことから、本校児童は、高い意欲を

もって、日々の体育の授業に取り組んでいることが分かります。しかし、体力調査の各種目結果に目を向け

ると、平成２８年度、平成２９年度いずれにおいても、都や区と同等、あるいは下回っている種目がどの学

年でも多く見られました。つまり、「生活の中で運動する時間や機会が多くあり、ほとんどの児童が体育科

授業など、体を動かすことに対して、高い意欲をもっているが、体力・運動能力の向上は図れていない。」

というのが、本校児童の実態なのです。そこで、今年度は「児童の運動に対する意欲や運動経験を、体力や

運動能力の向上につなげていく」ことを目指し、研究主題を「基礎的な知識や技能を身に付け、すすんで生

活に活かそうとする児童の育成」、副主題を「課題を解決する楽しさ・喜びを味わえる体育科授業の工夫を

通して」と設定し、日々の体育授業の改善、教員の授業力向上を図っています。 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７月 縦割り班活動 
     担当 湯澤 富貴子 

全児童を１８の班に分けて、１年生から６年生までが一緒に縦割り班と

して活動をしています。６年生が中心となり交流を重ねる中で、異学年間

の親睦を深める目的があり、交流給食と縦割り遊びを行います。今年度の

縦割り班活動は、６班ずつのグループに分かれ、「動物」「食べ物」「植物」

の名前を付けて活動しています。 

7 月の第２回交流では、「縦割り班バッジ作り」を行いました。班の   

マークを決めて、それぞれバッジに文字や絵を書いて作ります。難しいと

ころやできないことは、高学年の子供たちが、優しく手伝っていました。 

バッジが出来上がると嬉しそうな笑顔がたくさん見られました。その後、

そのバッジをつけて、縦割り遊びを行いました。６年生が遊びを考え、楽し

く遊ぶ中で、お互いの名前を覚え、呼び合い、どんどん仲良くなっていきま

した。 

 今年度は、今後３回の交流があります。子供たち同士、互いに色々な学年

のよさを感じ取ったり、違う学年の人たちと協力する大切さを学んだりす

るよい機会としてほしいと考えています。 

 

 

 

 

第２学年「ボール運び鬼～むこうぎしまでたどりつけ！～」 

 タグを取られないように、いかにゴールゾーンまでボールを運ぶか、ボールを

運ばれる前にいかにタグを取るか、攻めるチームも守るチームも、友達同士話し

合い、作戦を立ててゲームに臨みました。「時間差でスタートしたらたくさんゴー

ルできた！」「守る相手を決めたらゴールを防げたよ！」自分たちの作戦がうまく

いったときには、子供たちから笑顔が溢れます。学習を通して、「ゲームを楽しむ

には、ルールをきちんと守ること、友達と力を合わせることが大切」ということ

を学びました。 

 

第６学年「ソフトボール」 

 小さなボールを投げることも捕ることも、バットで打つことも、多くの子供た

ちにとって、日常生活の中であまり経験しないこと。運動経験の少ない子供たち

が楽しみながら、そして主体的に運動に取り組めるように、ルールや使う道具を

工夫しました。研究授業では、これまでの学習を生かし、チームや個々の課題に

沿った練習メニューや作戦を考え主体的に活動する姿が見られました。また、学

習を通して基本的な技能を身に付けたことで、たくさんの子たちが、自信をもっ

てゲームに取り組んでいました。 



 

 

 

 

※ SC …スクールカウンセラー来校日 

 

 

 

 

 

 日 曜 学 校 行 事 

8/28 火 水曜時程 始業式  全校 4 時間授業 

29 水 
水曜時程 トマトケチャップ作り 2 年 

全校 4 時間授業 給食始 

30 木 
児童集会 味噌作り 3 年 身体測定 6 年 

夏季パワーアップ教室 全校 4 時間授業 

31 金 
運動タイム 身体測定５年 

夏季パワーアップ教室 全校４時間授業 

9/3 月 児童朝会 委員会活動 

4 火 安全指導 身体測定４年           

5 水 身体測定３年 

6 木 
言葉の学習 

身体測定２年 夏休み作品展   SC 

7 金 
外遊び 身体計測１年 水泳指導終 

移動式プラネタリウム 6 年 

８ 土 
土曜授業（防災教育デー） 

避難訓練（引き渡し） 

10 月 児童朝会(学年・学級) クラブ活動 

11 火 水泳指導終  

12 水 早寝早起き朝ごはんキャラバン１年 

13 木 
言葉の学習 生活科見学２年 SC 

松花堂弁当３年 

14 金 体育朝会  

17 月 敬老の日 

18 火 読み聞かせ  

19 水 全校４時間授業 

20 木 音楽集会 運動会係活動５・６年  SC 

21 金 
座・高円寺演劇鑑賞教室４年 

理科出前授業６年 

22 日 秋分の日 

23 月 振替休日 

25 火 読み聞かせ 月曜時間割 

26 水 読み聞かせ              

27 木 運動会全校練習          SC 

28 金 運動タイム 運動会係活動５・６年 

９月の生活目標 

 

人の話を正しく聞き取りましょう 

 
夏休みが終わり、２学期が始まりました。９

月の生活目標は「人の話を正しく聞き取りま

しょう」です。 

集団で生活したり、何かを話し合ったりす

るには、相手が何を伝えたいのかを正しく理

解しなくてはいけません。三谷小の子供たち

は、朝会や集会のときに、とても静かに並んで

います。でも、一人一人の様子をよく見てみる

と、足で砂をいじっていたり、下を向いてぼん

やりしていたりする子供の姿もあり、これで

は、相手が何を伝えようとしているのかを、し

っかり聞き取ることができません。 

人の話を聞くときには、静かに聞くだけで

なく、「話す人を見て聞くこと」「どんな話なの

かを考えながら聞くこと」が大切です。相手の

表情を見て聞くこと、相手に気持ちを向けて

聞くことは、自分自身の理解を助けるだけで

なく、相手に対して思いやりをもつことにも

つながります。 

登校時刻後、８時２０分には身支度を終え

て、朝会や集会に出られるようにしましょう。 

   ～ お 知 ら せ ～ 

○９月８日（土）の土曜授業は、引き渡し訓練、また震

災救援所訓練にご参加ください。詳細につきまして

は、別紙お知らせで、ご確認ください。 

○今年度の三谷小「夏休み作品展」は、９月６日（木）に、

各教室にて行います。時間は午前９時から午前１０時の１

時間となっております。保護者の方もこの時間に参観して

ください。 

鑑賞時間 ６日 ８:３０～１６:３０ 

７日 ８:３０～１５:２０ 

８・９月 学 校 行 事 

 

※２学期より井田主任教諭が育休から復帰します。そ

のため、4 月から算数少人数を担当していた大野先生

に変わり、井田主任教諭が、3～6 年の算数少人数を担

当します。 

学校運営協議会 

９月８日（土） １１：００～１２：００ 

議題   学校評価のためのアンケートの紹介 


