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体験活動を通して　心豊かな子どもの育成を

副校長　今宮直樹

10月を迎えるに当たり､ようやく暑さもおさまり､秋らしい風が吹き始めてきました｡

10月2日(日)は､いよいよ本校の運動会が開催されます｡子どもたちも楽しみにし

ています.保護者や地域の方々におかれましては､今年も是非とも盛大な応援とともに､

たくさん参加していただきますようお願い申し上げます｡

さて､先日は､道徳授業地区公開許座へご参加いただき､ありがとうござました｡当日

は､ 244名の参加で実施することができました｡

｢心の東京革命｣としてスタートした､この道徳授業地区公開講座は､年に1度､保護

者や地域の皆様と道徳教育に関する話題を交わすことができる大変貴重な場となっていま

す｡まさに道徳教育こそ､学校･保護者･地域が一体となって子どもたちを育てていかな

ければならないものだと考えております｡

また､講済会では,講師の宮島盛隆先生から｢心を耕す道徳教育｣として､道徳的価値

のある歌のご披鼻や家庭教育の重要性についてお話をいただくことができました｡

今月は､分区連合運動会や生活科見学など校外に出て子どもたちが学習する機会が多く

あるほか､高円寺中学校わくわくフェスティバルやpTAの杉四こどもまつりと楽しみな

イベントも予定されています｡ 10月13日(木)の｢ふれあい集会J　では､高齢者や障

害者の方々と実際に触れ合うことで､自分たちの生き方や社会の在り方について考えます｡

このような様々な体験活動を通して､心豊かな子どもたちの成長を目指し､今後とも充実

した教育活動を行って参ります｡ご理解､ご協力をどうぞよろしくお廉い申し上げます｡

生活の月日様(10月)

◆外で元気に遊びましょう｡
･内遊び､外遊びのきまりを守りましょう｡ ･元気に外遊びをしましょう｡

･安全な遊びを工夫しましょう｡ ･オ-プンスペース､中庭.校庭の使い方を=天しまL'よう｡

給食の月日標(10月)

◆食べたら休みましょう｡
･蔑前食後は.静かにして席を立たないようにしまL,よう｡ ･食後の休養を大切にしまL'よう.

*　学習支援教員の井原法子先生は､ 2学期よりご都合により退職されました｡
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栄養士　古田　香織

戦後の貧しかった時代を経て､現在の日本は飽食の時代と言われ､食べ物が周囲にあふれて

います｡栄養面から見ても､ r不足を補う時代｣から｢過剰を防ぐ時代｣に移り変わりました｡

その中で､子どもたちの食事は豊かになったのかというと-､実は一概にそうとは言えません｡

給食の食べ方から､子どもたちの食生活の様子を垣間見ることができます｡特に､最近の傾向

で強く見られるのが　r食体験の乏しさ｣です｡

最近の子どもたちは､幼児期からの食休験が乏しいように感じます｡子どもの好き嫌いや食

噂好に合わせたり､多忙な毎日で調理に時間をかけられなかったりして､家庭で作られる料理

が決まったものに偏る債向があるようです｡そのため､給食で初めて食べる料理や食材がたく

さんあります｡子どもたちは､初めて食べる物にとても抵抗を感じます｡すると当然､給食の

残業も多くなります｡私が一番驚くのは､炊き込みご飯が苦手ということです｡最近のご家庭

では､炊き込みご飯をあまり作られないようです｡

給食では､多くの経験をして欲しいと廉い､バラエティ豊かな献立内容を工夫しています｡

子どもたちが好きな料理だけでなく､伝統食や行事食､郷土料理や外国料理､さまざまなメニ

ューが登場します｡幼児期から学童期にかけて培われた味覚は､大人になってからも継続しま

す｡幼児期から学童期にかけて､たくさんの食材や料理に触れ､食体験が豊かな子どもは､味

覚が発達し､大人になってからも偏食をせず､健康的な食生活を送ることができるようになり

ますo給食の割合は､一年間の食事回数のわずか17%です｡少しでも多くの体験ができるよう､

ご家庭の献立を是非工夫してみてください｡普段食べないような料理にどんどんチャレンジし

て､子どもたちの味覚を育てましょう!

嫁癖欝禁書雷撃転曙　　　　研究主任駒形みゆき

自らの成長と社会に薫献する辛ぴを感じる子供を育てる 

杉並区の小中-貫教育 

【小中一貫教育の理念】 

○教育の目的は､知.徳.体の調和のとれた人間形成を図ることである○ 

○義務教育9年間を通して､自らの人生を切り拓き､自倍をもって生きていく基盤を形成する. 

○義務教育の充実は自治体の責任であり､そのために教育委員会が確かな教育基盤づくりを行 

う○ 

この区の,bL針を受けて､杉並第四小学校･高円寺中学校の全教職員による合同研究会を立ち

上げ､区指定研究に取り組んでいます｡両校共通の研究主題を

r子供の主体的な活動をはぐくむ工夫

一隻かな表現力を伸ばす指導の在り方-J

と設定しました｡ 10月5日は,杉並第三小学校､杉並第八小

学校も加わり､合同研修会を行います｡
ー中学校教員とのTTによる授受



食欲の秋･勉強の秋･スポーツの秋- 3年生のみんなはこんな秋にします!

商議の秋　　　　連絡帳を必ず書き､南海を忘れずにやる｡

英清の秋　　　　毎日英語のC Dを聴く｡

辞典の秋　　　　辞典をたくさん使って､親べた書葉を話すときに使う｡

バトンの秋　　　毎日1 0分バトンを画して､今までよりももっとうまくなる｡

公文の秋　　　　休まず通い.問題を早く解けるようにする｡

続きの秋　　　　蹄が好きなので.毎日5冊ずつ読む｡

図形の秋　　　　固形が苦手だから､密形の間違を1遍間に4枚以上する｡

正直な秋　　　　うそはつかず､正直にする｡

芸術の秋　　　　絵をたくさん描く｡

漢字の秋　　　　いつも小テストで1 0 0点取れるように練習をがんばる｡

絵画の秋　　　　1日30分練習して､もっとうまくなる｡

勉強の散　　　　光しい闇箆でも答えが出るまでがんばる｡

早寝早起きの秋　毎日9時30分までにねる｡

親切の秋　　　　歯っている人肌ほら､助けたりお手伝いしたりする｡

仲良しの秋　　　友達とけんかをせず､仲良くする秋にする｡

お世旨の秋　　　犬の散歩･水.えさなど､毎白お世帯をする｡

運動の秋　　　　毎日マンションの階段を1 0局する｡

算鞍の秋　　　　苦手な間箆をすいすいできるようにする｡

運動の秋　　　　学校から帰ったら､家の局りを1 0掲する｡

漢字の秋　　　　漢字の宿蓮を､それぞれ4国以上する｡

勉強の秋　　　　家庭学習を毎日3 0分以上する｡

運動の秋　　　　運動が苦手なので､階段を1日5 0 0段上る｡

リレーの秋　　　2週間で家のまわりを8局する｡

読者の秋　　　　本をたくさん玩んで､放き感想文を書けるようにする｡

お手伝いの秋　　お母さんから害われたお手伝いをする｡

給食の秋　　　　給食を全部のこさず食べたい.

漢字の秋　　　　漢字テストで. 1 00点をとれるように勉強する｡

連動の秋　　　　てつぼうとのぼりぽうをがんばる｡

がんばる秋　　　野球のしあいが多くなるので､一生けんめい練習する｡

絵の秋　　　　　絵が好きなので､もっとうまくなりたい｡

野球の秋　　　　しあいで､かっや<できるように辞習する｡

サッカ-の秋　　キーパーの練習をたくさんする｡

勉強の秋　　　　漢字の練哲をいっぱいする｡

遊びの秋　　　　いっぱい遭んで､楽しくすごす｡

ちょうせんの秋　何にでも､ちょうせんする｡

サッカーの秋　　秋は夏より暑くなくて､サッカーかしやすいのでがんばる｡

健簾な秋　　　　かぜをひかないようにしたしも

元気の秋　　　　学校を休まないように､元気にすごす｡

読書の秋　　　　2学期は､クラスの玩昔ナンバー1を自指す｡

膏薬の秋　　　　学習発表会の練習をがんばる.

漢字の秋　　　　漢字テストの勉強をがんばる｡

給の秋　　　　　絵をうまくかけるようにがんばる｡

漢字の秋　　　　漢字テストで1 00点をとりたい｡

テストの秋　　　勉強をいっぱいして､ 1 00点をとりたい｡

お絵かきの秋　　絵を上手にかけるようになりたい｡

食欲の秋　　　　給食をのこさずに､毎白全部食べたい｡

漢字の秋　　　　漢字テストで1 00点をとりたい｡

膏薬の秋　　　　ハ木軒の和太鼓をr= <さん練習する｡

勉葱の秋　　　　漠がよくなるように勉強する｡

係活動の秋　　　忘れずに黒板をきれいにする｡

赤池.光
石津早映書
巻峰　悠梨

萱野　　温

顔　　子軒

菅野　里咲

栗tZl　悠輝

塵分　乗大

佐藤　美樹

高畑　乗鈴

虫中　佑弥

千種　積期

寺田　朔也

中川　佳音

中川　美夢

中村みどり
畑中　　亮

花本嘗太郎
早津　英人

村田　　駿

妻崎　衿乃

安田　莱央

山下雄之亮
吉田　学費

香田　　類

池缶　愛花

市JIl　優太

岩本　鈴音

大坪　零史

笠井餅太郎
亀田　昌呼

構康　武蔵

小林　　桜

佐藤　志稀

佐藤　俊樹

東海林風馬
関根　　然

中浮　　華

萩蘇　　萌

平松　　凌

本圃　琉統

前曲早紀子
増田　恭子

松村　采免

宮内　万彩

村上　　総

義　　政泰

安EE　太一

山巴　彩乃

若井　冴介



すぎしカレンダー10月

給食費引薄日は､ 1 0月7日です｡口座の残高をこ確認下さい｡☆牛乳は毎日つきます｡(4日･

13 Ejは､お弁当給食のため別の飲み物になります｡)
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都民の白 ��1 �7�� 

運動会 ��2 �?｢� 

振替休日 ��3 仂r� 

運動会予備日 委員会活動 ��4 �%r�お~菓しみ♪お弁当若食 

5 ��R�妻ごほん由り附くん切り干し大領Q)鮒け梨 

選果訓練 小児生活習慣病健診 �7h8ﾂ��橙�6 冦��アップル卜ストチリコツカツ何でも千切りサラダ 

小中一辛⑫ ��7 仞��さつま芋こはん昔の香味那白菜のお州‡糾え沢薫頓 

8 �7�� 

9 �?｢� 

体育の日 ��10 仂r� 

ll ���スiYゲティミ-卜ソ-スサウピ力川ラ夕雲 

学校公開 ��12 ��R�妻こ鵬ポテトコロッケ大根のゆかり和え野菜a)みそ汁 

ふれあい集会 学校公開 乂xｨ��13 冦��お菜しみ♪お弁当若食 

学校公開小中一貫⑱ ��14 仞��チキンライス白菜と肉払子a)ス-プ焼きりんご 

15 �7�� 

16 �?｢� 

安全指導点検日 ��8ﾕ｢�17 仂r�まいたけこはん茸肉の唐那糸寒天のこま酢和えなすのみそ汁 

18 ���:柑入りドライカレ-カリカリ油鮒a)サラダ挿 

6年連合運動会 ��19 ��R�麦こはん即ちやんちゃん焼き野菜a)約かきたま汁 

連合運動会予備日 俎�o"�20 冦��ビスキ1-イ)けコ-乃チユ-ゆで野菜とフルーツのサラダ 

小中一貴⑭ ��21 仞��毒筆チャーハンマカロニサラダニラ玉スープ角馴りんごゼリー 

22 �7�� 

23 僮"� 

5年体育館会場設営 ��8ﾕ｢�24 仂r�吹き寄せごほんししゃものカレー鮒里芋のみそ汁莞花みかん 

25 ���㈹シライスじゃこサラダ白こまプリン 

26 ��R�4年絹のリクエスト岩食♪ 

6年農示台準備 ��X橙�27 冦��i)かめこはん轟けだし豆蕪きのこあんかけ肉じゃが 
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平面作品展示 ��28 仞��麦こ弘粥りふりかけさんまのかば那 

5時間授業 劔プロツコリ-の幸子削和えみそ汁 

耶糾わくわくフⅠ1テ一川'A' ��29 �7�� 

PTA杉由こともまつり ��30 冕B� 

委員会 ��31 定ﾈ��五Bうま黒井ひじきスープスイ-トlrJプキン 


