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9・10月の予定 ス クールカウンセラー来校 ☆浦山
学校だより

No４９５

校庭
開放

カ ウン
セラ ー

主な予定

22日 日 p.m

秋分の日

委員会⑤

23日 月

振替休日

安全指導

24日 火

4日 水 p.m

夏休み作品展始 計測（6年）
小中合同あいさつ運動始 あいさつ（いちご）

25日 水 p.m

4時間授業 5時間授業（1年2組）
あいさつ運動終（りんご）

5日 木

音楽朝会 計測（4年）

26日 木

クローバー（1・6年） 口腔衛生指導（3年）
中瀬中読み聞かせ（1年）

6日 金

演劇鑑賞教室（4年） 計測（5年）
小中合同あいさつ運動終 あいさつ（オレンジ）

27日 金

プラネタリウム出前授業（6年）3-5校時

28日 土 p.m

ニコット井荻保育園運動会（本校）

1日 日 p.m
2日 月
3日 火

令和元年度８・９月号

失敗は成功のもと

杉並区立八成小学校

チャレンジする２学期を
校長 押野 隆一

夏休みが終わり、八成ランドや学芸会などたくさんの学校行事が待っている２学期が始まりました。この夏
休みに様々な体験や経験ができたでしょうか。私はこの夏休みに富士山に登ってきました。すばるライン５合

21日 土 p.m

☆

7日 土

☆ 生活科見学（2年）

29日 日 p.m

8日 日 p.m

30日 月
計測（3年） 6時間授業（4-6年）
中学校訪問（6年）午後 あいさつ（メロン）

9日 月

目からの登山でしたが、３５度を超える暑さの東京とは違って、日陰に入るとヒンヤリ涼しい空気が感じられ

１０月の予定 ス クールカウンセラー来校 ☆浦山

クローバー（2・4年） 計測（2年）
理科教室（6年）3-6校時

校庭
開放

カ ウン
セラ ー

主な予定

ました。６時間かけて８合目まで登り、午前１時に再スタートして真っ暗な登山道を登っていきました。９合

10日 火

目付近で雷鳴が２回聞こえて登山中止かと心配しましたが、雷が遠ざかり無事に登頂を果たしました。頂上は

11日 水 p.m

計測（1年） あいさつ（パイン）

1日 火

12日 木

児童集会 クラブ⑤
5時間授業（1・2・3年）

2日 水

4時間授業 視力（6年）
近隣保育園園児来校10:00-11:15

13日 金

学校公開（給食は公開なし）
水泳指導終 あいさつ（バナナ）
移動教室説明会（6年）15：00～

3日 木

委員長紹介集会 視力（2年）
避難訓練（火災・二次避難）11:35-12:20

4日 金

視力（3年） 中瀬中陸上部合同練習（6年）

14日 土

土曜授業 セーフティ教室（1-5年）
薬物乱用防止教室（6年）
夏休み作品展終 宇宙の学校13:30-15:30

5日 土

ひこばえ幼稚園運動会（本校）

快晴、雲海から昇るご来光は神々しく感動的でした。

☆

委員会⑥（後期始）

実は、富士山にチャレンジするのは３回目、過去の２回はいくつかの理由のため、８合目で引き返していま
す。「いつか絶対に登頂したい。」とずっと心にあった思いが今年実現しました。この１０数年は言い出すチ
ャンスがなかったのですが、節目にあたる今年が言い出す良いきっかけになり、１月には登ろうと心に決めて
いました。３月には家族に宣言し、４月には登山ツアーを予約しました。登山の装備も着々とそろえていき当
日を迎えました。「夢は叶えるもの」と言います。叶うように願うのではなく、叶えるために行動することが
15日 日 p.m

大切だと思います。
また、元メジャーリーガーのイチロ－選手は、数々の記録を残しています。イチロー選手は通算４０００本
安打について、「４０００のヒットを打つには、８０００回以上悔しい思いをしている。それと常に自分なり

17日 火

6日 日
7日 月

16日 月 p.m

敬老の日

☆

に向き合ってきた事実はあるので、誇れるとしたらそこじゃないかと思います。」という言葉を残しています。

18日 水 p.m

私の富士登山と同一視するのは甚だ不遜なことですが、ヒットにならなかった８０００回の打撃を見つめたイ

19日 木

八成ランド紹介集会

チローの謙虚さや真摯な態度が、誰もが認める記録へと繋がっていることは確かです。

20日 金

八成ランド

クラブ⑥ 視力（5年）
事前健診（6年） クローバー（3・5年）

8日 火

☆ 視力（1年） 遠足（登山）（4年）

9日 水

弓ヶ浜移動教室（6年）始

クローバー（3・5年） 社会科見学（4年）
4時間授業(1-5年) 5時間授業（6年）
給食費引落し日 あいさつ（もも）

都民の日 クローバー（2・4年） 視力（4年）

☆ 中学校の先生の授業体験（6年）

10日 木

歯科（2・3・5年） 給食試食会
近隣幼稚園園児来校10:25-11:30

11日 金

弓ヶ浜移動教室（6年）終
自転車安全利用教室（4年）

誰にでも失敗はあるものです、そして失敗があったから成功つなげることができることがたくさんあります。
それが全てと言っても過言ではないと思います。新しいことや失敗したことにチャレンジすることの大切さを
私はこの夏に学びました。
さあ、いろいろなことが待っている２学期、児童の皆さんもチャレンジ精神で頑張ってください。また、地
域の皆様、保護者の皆様には２学期の教育活動にご支援・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

セーフティ教室・薬物乱用防止教室

生活指導主任 増岡

隆子

今年度も防犯意識の向上を目的に、荻窪警察署並びにＮＴＴ・薬剤師会の方をお招きしてセーフティ教
室・薬物乱用防止教室を行います。保護者の皆様とともに、子供の安全・安心について考えていきたいと思
います。中休みの時間の警察の方のお話にもぜひご参加下さい。
・日時 ９月１４日（土）①9:25～10:10
１．２年
②10:10～10:25 保護者の方々
③10:30～11:15 ３．４．５年 ④10:30～11:15 ６年
・場所 体育館（６年生は、視聴覚室）
・内容 １．２年
：連れ去り防止
講師 荻窪警察署生活安全課
３．４．５年：ネット社会の危険性
講師 NTT ドコモ
６年
：薬物乱用防止
講師 杉並薬剤師会
保護者の方々：２時間目終了後に荻窪警察から保護者の皆様に向けてお話をします。

8・9 月の生活目標

生活指導主任 増岡 隆子

「落ち着いて学習しよう」

はちなり教室

主任教諭 杉村 祥一朗

はちなり教室が設置されて２年目となりました。１

夏休みが終わり、大きく成長した元気な子供たちが

週間に１～２回程度、子供の様子に応じて１～２時間

学校に戻ってきました。夏休み明けのこの時期は、学

の指導（集団指導や個別指導、在籍学級内支援）の中

校生活のリズムを取り戻し、落ち着いて学習に取り組

で、主に子供同士の関わりを通した気持ちの切り替え

ませることが大切です。暑さに負けないよう、十分睡

やコミュニケーションの取り方など、他者との関わり

眠をとり、体調を整えておきたいものです。また、学

方や特性を生かした学び方をサポートしています。
（教

習用具の準備等、各ご家庭での

科学習の補習は行っていません。）

ご協力をいただけますよう、よ
ろしくお願いいたします。

人との関わりや気持ちのコントロールにおいて、
「ど
うしてもうまくいかない」
、「なぜなんだろう」といっ
た本人の困り感に寄り添って支援していくとともに、

※放課後の忘れ物は、基本、学校に取りに来ないよう

「できた」という成功体験を積み上げて自己肯定感を

に指導をしています。どうしてもの場合は、電話連

高めていくことや、その子供がもっている力をより伸

絡をして保護者同伴で学校に来てください。

ばすことを目指していきたいと思っています。

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックまであと１年をきりました。学校ではオリンピック・パラリンピック（以下、オリ・
パラ）に関連した学習を行っています。その活動をいくつか紹介します。
１学期は運動会の名称を「ハチナリンピック 2019」として、全校でオリ・パラを意識して取り組みました。校長先生からのお
話や、団体演技等でオリ・パラへの関心が高まりました。
日本の伝統文化について学習することも、オリンピック・パラリンピックに関連した学習の一つです。日本の文化に興味をもち、
自分たちが暮らすこの国を好きになれるような体験活動を実施しています。講師の方を招いての活動を行う学年もあります。土曜
７月２７日（土）セシオン杉並ホールにて、

授業で実施をすることが多くあります。ぜひ参観していただきご家庭でも話題にしていただけると、さらに学習が深まると考えて

「すぎなみ小・中学生未来サミット」がありま

います。

した。
「明日も行きたくなる学校を目指して」と

来年に向けてさらなる盛り上がりを見せるオリンピック・パラリピック。2 学期以降も、積極的に学習や行事の中で取り上げて

いうテーマで行われました。八成小学校の代表

いきます。

として代表委員会の児童３名が中瀬中学校、桃
井第五小学校の児童と一緒に小中での取組みや八成小学校の取組について発表しました。たてわり班を活
用したあいさつ運動への取組や遊びなどについて堂々と伝えることができました。杉並区の他の学校の取

世界のダンスや聖火など、オリ・パラの要素が盛り込まれた活動をいくつも実施しました。

組みについても興味をもって聞くことができ、学校で何が自分たちにできるか更に深く考える機会となり
ました。

落語やカイコの繭とりなど、日本の伝統文化を学ぶ活動を行いました。二学期にも、折り紙体験などの体験的活動を予定しています。

連日暑い日が続きましたが、たくさんの子供
たちが元気に夏季水泳に参加しました。

廊下の掲示には、オリ・パラ関係のものがいくつもあります。
来校された際にはぜひご覧ください。
今年度から暑さ対策の一つとして、プール
サイドにミストシャワーと遮光ネットを設
置しました。
東京オリンピック・パラリンピックまで
あと

日

