
 

 

 

 

教師になって、自分が劇的に変わったなと思うこ

とがあります。それは、生き物が愛おしくなったこ

とです。小さいころからザリガニとメダカは大丈夫

でしたが、それ以外の小動物は苦手でした。ところ

が、この仕事についてみると、生き物と触れ合う機

会が多いのです。忘れもしません。最初に担任した

のは１年生でした。子どもたちは毎日のように何か

捕まえては見せにくるのです。ダンゴムシくらいな

らいいのですが、大きなウシガエルを持ってきた子

もいました。これには参ってしまい、「帰りには返し

てあげようね。」とささやきました。 

３年生の担任になったとき、教室でカイコを飼う

ことになりました。学習として教室で飼うのですか

ら、一日だけ我慢というわけにはいきません。内心

「私には世話ができない。」と思っていました。 

カイコが卵からかえったら桑の葉を毎日与えます。

とても小さいカイコですが、桑の葉を食べる力強さ

に驚きました。しかも、葉の柔らかいところを上手

に食べていくのです。いつのまにか、葉を食べるカ

イコを見るのが楽しみになってきました。休みの日

には、家に連れて帰るほどカイコのことが好きにな

りました。さらに、大きく成長した白いカイコを掌

にのせるまでになっていました。自分のことが、信

じられませんでした。「気持ち悪い」と思っていたカ

イコを「かわいい」と思える自分に変化していたの

です。しかし、まゆになったカイコたちの行く末に

も衝撃を受けました。 

この世にカイコとして生を受けたものの役割なの

かもしれませんが、せつない気持ちになりました。 

カイコを通じていろいろな気持ちになりました。

しかし、教えられて分かることではないのだと思い

ます。カイコとの出会いをきっかけに、色々なこと

に興味をもてるようになりました。もっと早く経験

していたら、もっと違う物の見方、考え方ができた 

 

 

 

 

のではないかと悔しく思います。 

先月は「命の月間」でした。学校公開の日、各教

室で命に関する本の読み聞かせがありました。図書

ボランティアさんが子どもたちの発達段階に合わせ

た本を探し、読んでくださいました。私のクラスで

は『ねっこばあのおくりもの』を読み聞かせてくだ

さいました。ひのきの切り株、「ねっこばあ」の上に

落ちたひのきの種が成長し、「ひのきむすめ」として

ひとり立ちするお祝いのうたげに主人公の女の子が

招かれます。お祝いは、「ねっこばあ」の命が尽きて

お別れすることでもありました。切り株の上に落ち

たひのきの種が、「ねっこばあ」から栄養をもらい長

い時間かけて大切に根を張る一方で、役目を終えた

「ねっこばあ」は土に還ります。生と死がそこに描

かれていて、命は受け継がれていくということを教

えてくれました。子どもたちは、真剣に聞き入って

いました。子どもたちなりに命が受け継がれていく

ということを理解していたのだと思います。 

もし、私が５年生の時にカイコとの出会いを経験

していたら、『ねっこばあのおくりもの』から命が受

け継がれていくということをもっと明確に深く感じ

取ることができたのではないかと思います。そう考

えると、子どもたちの日々の経験のひとつひとつが

とても大切で、無駄なものはないのだと感じます。

日々の生活は、いいことばかりとは限りませんが、

どんなこともこれからの人生において必要な経験で

す。つい、困らないように口を出してしまい反省す

ることがありますが、私達大人が、先に経験し理解

していることは、目の前の子どもたちにとっては初

めての大切な経験の場です。大人が先回りするので

はなく、子どもたちが経験から学んでいる様子をじ

っと見守っていくことが、様々な経験を積んだ大人

としての役割なのだと感じています。 
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カイコから学んだこと  教務主任 小室純子 



 

＜１日目＞出発式 

 

 

 

 

 

湧水の里水族館 

 

河口湖フィールドセンター 

 

 

 

 

 

 

キャンプファイヤー 

 

 

 

 

＜２日目＞ ２日目もいいお天気でした！ 

高座山登山 

 

 

 

 

 

高座山登山！疲れたけど楽しかった！ 

待ちに待った富士学園移動教室！「２泊３日の移

動教室で、成長してきます！」というあいさつで出

発しました。たくさんのお見送り、ありがとうござ

いました。 

レク係が準備してくれた

ゲームや歌をうたって富士

学園に向かいました！ 

学園から歩いて湧水の

里水族館へ！緑がいっぱ

い！ 

珍しい淡水魚の水族館。活

動班で見学しました。富士山

の雪解け水の冷たさも体感

することができました。 

お昼ごはん。おいしいお弁当を

食べたあとは、寸暇を惜しんでア

スレチックへ！ 

日本では数か所でしか見られない珍しい溶岩樹

型。ガイドさんの説明を聞きながら活動しました。 

溶岩樹型は、大木の周りに流れ込んだマグマ

が冷えて固まり、燃え尽きた大木の幹が空洞に

なったもの。中は暗くて、トンネルみたい。で

もひんやりして気持ちいい！ 

１日目の夜のお楽しみは、キャンプファイヤー！火の

神から「友情の火」「希望の火」「勇気の火」「団結の火」

をいただきました。暗い中で赤々と燃える火を囲んでゲ

ームやフォークダンスで盛り上がりました。 

２日目の大イベント！高座山登山。活動班で出発！遠くに見える高座山を見て「あんなとこ

ろまで行くの？」とちょっぴり不安な声も・・・。 

突然目の前に急な山道！滑って、登りにくい！でも、あちらこちらから「がんばれ

～！」「もう少しだよ！」という声。みんなで励まし合って頂上を目指しました！きつ

かったけど、途中にはきれいな富士山も見えて元気をもらいました！ 

下山後のソフトク

リームが楽しみ！ 

帰ってきてから

の自由時間。体育館

で遊びました！ 

 



太いのもあるけど、おいしい！おか

わりもしてお腹いっぱいになりまし

た。 

おみやげ                   お風呂 

 

 

きもだめし 

 

高座山登山にきもだめし。みんなで協力して楽しむことができました。絆が深まりました！ 

＜３日目＞あっという間の３日間。もう帰るんだ～。 

シーツ布団の片づけ 

荷物整理・お掃除 

 

忍野八海散策 

 

ほうとうづくり 

 

             帰校式 

 

 

 

 

学校評議員のご紹介 

 今年度、杉並区教育委員会より委嘱を受け、井荻小学校の学校評議員を担当して下さる皆様が決まりま

したので、ご紹介いたします。 

 

清水  汎  井荻三丁目町会会長          鹿取 愛弓  主任児童委員 

       震災救援所 会長           岩渕 晴子  学校支援本部 

田邊 紀行  上井草青少年育成委員会副会長     澤地 さちえ 地域協力者 

猪鼻 徳寿  地元商店会会長            高橋 裕美  地域協力者 

山中 由也  早稲田大学教授            中谷 理彩子 青少年委員 

二村 好彦  元 PTA会長              稲冨 太志  PTA会長 

      （井荻小野球部監督）                              （敬称略） 

                    

 一年間の任期で、地域に開かれた学校づくりの推進と本校児童の健やかな成長を見守っていただきます。

よろしくお願いします。 

ちょっと怖い！でも、楽しみにしていたきもだめし。まずは、ろうそくを前にした校長先生のお

話。怖かった！くじ引きをしてペアを決めました！誰とペアになったかな？ 

３日目の朝は、これまでの力が試されます。限られた時間で協力して取り組みました！ 

合言葉は「来た時よりも美しく！」さすが、６年生！ふとんやシーツのたたみ方が上手でした。 

何を買おうかな？家族の顔を思い浮かべながら、

真剣に悩んでいました。喜んでくれるかな？ 

みんなで入るお風呂も楽しいです。もち時間の２０分をし

っかり守りました。大きなお風呂、気持ちいい！ 

活動班で忍野八海をめぐりました。透明度の高い湧水にびっくり！長い時間をかけて富士山にろ

過されてわき出ていることに感動！ 

善福寺川がこんな川だったらいいなぁ。理想の里川が

目の前に広がっていました。 

クラスごとに分かれて、ほうとう作

りを教えてくれる民宿へ出発！民宿の

方に教えていただいて山梨名物のほう

とう作りに挑戦！班で協力しておいし

いほうとうができました！ 

集団でルールを守ること、友達と協力す

ることの大切さを学んだ移動教室でした。

これからの学校生活に生かしていきます。

お迎えありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  火  

２ 

２ 

水 

水 

小中合同研修会（４時間授業 

４時間授業 

３ 木 都学力調査（５年）いもほり（２年） 

ＳＣ来校 

４ 金 保護者会（1・2・3年）川の活動（５年） 

荻中生読み聞かせ 

５ 土 土曜クラブ 囲碁・マナーキッズテニス 

６  日  

７ 月 クラブ活動・お話会 

８ 火 保護者会（4・5・6年） お話会 

小児生活習慣病健診説明会・土星観察会 

９ 水 ふれあいタイム  ＳＣ来校 

10 木 安全指導  ＳＣ来校 

11 金 こころの劇場（６年） 

水道キャラバン（４年） 

12 土 避難訓練・セーフティ教室（全学年） 

土曜クラブ お筝・いけばな 

13  日  

14 月  

15 火  

16 水 ４時間授業・５年２組は５時間授業 

17 木 給食終了  

18 金 終業式 大掃除 

19 土 土曜クラブ 囲碁に挑戦 

井荻夏まつり 

20  日  

21 月 夏季休業日始  海の日 

22 火 夏季水泳指導前期始  

夏季学習教室始 個人面談始 

23 水  

24 木  

25 金  

26 土  

27  日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木 夏季水泳指導前期終 

夏期学習教室終 個人面談終 

１ 火 いおぎまつり（2・3・4校時公開） 

ＳＣ来校 

７月の生活目標 
整理整頓と掃除で 

心もピカピカにしよう！ 

生活指導部 近 孝将 

４年に１度のサッカーブラジルＷ杯が熱戦を繰

り広げています。そんな中、日本人サポーターが

日本 VSコートジボワール戦後に観客席を清掃して

世界から称賛を集めました。海外のサッカー事情

では、負けた側の観客が暴れることはあっても、

スタジアムを清掃するという光景はまずないとの

こと。しかし、清掃をした日本人サポーターは、「応

援のためのごみ袋が、ごみになってしまっては格

好悪い。」と言っていました。 

 井荻小学校でも、自分たちが使う教室は、自分

たちで丁寧に清掃します。道具箱やロッカーは、

整理整頓をして、身の回りをきれいにして気持ち

よく生活できるようにします。 

 「教室がごみで散らかっていたら、格好悪い。」

という意識で今月の目標に取り組みたいです。 

 

 

７月１日（火）には、きょうだい学年ごとにお店

を出す「いおぎまつり」が開催されます。 

 ６年と１年、５年と３年、４年と２年がペア学年

となり、上級生は下級生にアドバイスしながら、下

級生は上級生を頼りにしながら、お店の準備を進め

ています。 子どもたちの張り切った姿をぜひご覧

ください。 

お待ちしています。 

 本校 工藤尋大教諭が６月２８日、ご結婚さ

れました。おめでとうございます。 

本校 再任用職員（調理）笠原憲東さんが、杉並第

三小学校へ異動となります。また、再任用職員（調

理）藤根良子さんが 杉並第三小学校より転入とな

ります。 


