
 

  

 

 

 

 

秋です。読書の秋です。秋は、暑くもなく

寒くもない、夜が静かで長いということから

読書にふさわしい季節です。読書から得られ

るものはたくさんあります。 

まず、「知識」と「知恵」です。知っている

ことがいっぱいある人を「知識」のある人と

いい、知っていることをもとにして考え、正

しく処理して行く人を「知恵」のある人とい

います。本を読むことは「知識」を得ること

にもなりますし、「知恵」を働かせるもとにも

なります。ですから、本を読むことは「知識」

をたくさん得ると同時に、自分の身の回りに

起こる出来事に対して、正しく判断して処理

していく「知恵」のある人になるのではない

でしょうか。 

 本との出会いは、新しい体験を増やすこと

にもつながります。自分が実際に見たり、聞

いたり、行ったりすることは限られています。

ですから、本を読むことで他の人の体験した

ことを学んでいくことは、大変重要です。書

かれていることを読むことによって、自分な

りにいろいろと想像したり考えたり、書かれ

ていることについて自分の意見をまとめたり

述べたりして、作者と楽しい会話をすること

も大切なことだと思います。 

亀井勝一郎という文芸評論家もこんなこと

を言っています。 

「ある本に親しむことは、その著者と心の友

人になることだ。」 

たくさん本を読み、読書を通して、多くの心

の友達を作ってほしいと思います。 

全国学校図書館協議会が行った平成２５年 

 

 

 

 

 

 

度の読書調査では、５月１カ月間に読んだ本

は小学生で１０．１冊、中学生で４．１冊、

学年が上がるにつれ減っています。１ヶ月間

１冊も本を読まなかった子は小学生５．３％

中学生１６．９％と前年度に比べ、微増して

います。学校図書館の利用について、「よく行

く」「ときどき行く」と回答した小学生は、  

７１％で増加してきています。さらに「学校

図書館をよく利用する」「文章を書くことが好

き」「実験・観察が好き」の項目と読書冊数と

の間にプラスの相関関係ができているそうで

す。読書することで、考える力がついてきて

いることが分かります。 

１０月２７日（月）から１１月７日（金）

まで、井荻小学校では読書旬間を行います。

図書委員会のおすすめの本、３年生が作った

本の帯の展示、物語に出てくる食べ物が給食

に出てくるブックランチ、「きみが読むべきベ

ストブック」の選定、荻窪中学生による読み

聞かせ（２１日）や大人の読書会（１２月２

日）など盛りだく

さんです。 

本に触れる機

会を増やし、読書

好きな子どもを

育て、知識と知恵

のある子どもを

育てたいと願っ

ています。 
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    井井荻荻小小のの食食育育  

          ～～給給食食室室よよりり～～  

食食育育担担当当  栄栄養養士士  長長田田  昌昌子子  

  

  井井荻荻小小のの子子どどももたたちちはは給給食食をを心心待待ちちににししててくくれれてて、、朝朝かからら「「今今日日のの給給食食はは何何？？」」ととかか、、

３３時時間間目目がが終終わわるるこころろににはは、、「「早早くく給給食食食食べべたたいい！！」」ななどど声声ををかかけけててくくれれまますす。。  

  「「食食べべるるここととはは楽楽ししいいここととででああるる」」ととのの思思いいかからら、、ままずず食食べべるるここととにに興興味味がが持持ててるるよようう

ににししたたいいとと指指導導ををししてていいまますす。。  

１１、、  本本物物ととののふふれれああいい…………１１・・２２・・３３年年生生はは、、ググリリンンピピーースス、、そそらら豆豆ののささややむむききやや、、枝枝

豆豆ののささややととりりをを行行いいままししたた。。  

２２、、  ラランンチチルルーームム（（会会議議室室））ででのの会会食食…………いいつつもものの教教室室ででははななくく、、ラランンチチルルーームム仕仕様様のの

会会議議室室ででのの給給食食をを行行いいままししたた。。給給食食のの調調理理員員ささんんもも来来てて、、調調理理室室のの様様子子ななどどをを話話しし

ててくくれれたたりり、、子子どどももたたちちかかららのの質質問問にに答答ええててくくれれたたりりししままししたた。。２２学学期期かかららはは３３年年

生生以以上上にに、、ババイイキキンンググ形形式式ででのの給給食食もも行行っってていいまますす。。  

３３、、  日日本本のの郷郷土土料料理理、、外外国国のの料料理理…………いいろろいいろろなな料料理理をを紹紹介介ししてていいまますす。。どどんんななととこころろ

ののどどんんなな材材料料をを使使っったたどどんんなな味味のの料料理理ななののかか、、たたくくささんんのの味味のの体体験験ををししてていいまますす。。  

      ここのの他他にに、、ははししのの持持ちち方方やや食食事事のの姿姿勢勢、、食食器器のの置置きき方方やや片片づづけけ方方ななどどのの基基本本的的ななママ

ナナーーもも子子どどももたたちちにに声声ををかかけけななががらら指指導導ををししてていいまますす。。ぜぜひひ、、おおううちちででもも気気ををつつけけ

ててみみててくくだだささいい。。今今後後もも子子どどももたたちちががささららにに食食べべるる楽楽ししささをを体体験験ででききるるよようう食食育育をを

進進めめてていいききまますす。。  

 

 

 

 

 11 月 14 日（金）15 日（土）開催の学

芸会に向けて、全学年で先週から本格的な 

練習がスタートしています。 

各クラスからは、大きな声でのセリフの

練習が聞こえています。体育館での動きや

歌の練習にも熱が入って来ました。 

 劇は「響き合いの芸術」とも言われて 

います。学芸会練習と本番を通して、子 

どもたちが輝く個性を響

き合わせながら、思い出に

残る日々を積み重ねられ

るようにと願っています。 

 

 

各学年の演目 

1年生「わっしょいわっしょいぶんぶんぶん」 

2年生「スイミー」 

3年生「モモと時間どろぼう」 

4年生「キューソネコカミねこひげたてる」 

5年生「寿限無」 

6年生「夢から醒めた夢」 



                 
 

 

学校図書館部 丸山 裕香 

本校では、各学期に読書旬間を設けています。今年度は１学期：６月９日（月）

から２０日（土）、２学期：１０月２７日（月）から１１月７日（金）、３学期：

２月２日（月）から１４日（土）です。主な活動は次の通りです。 

① おすすめの本の紹介                      

昇降口正面の掲示板や図書館で紹介しています。１学期は先生のおすすめの

本を紹介、2学期は図書委員がおすすめの本を選び、カードに書いて紹介（本

のポップ）しています。その本を手にとって読んだり、図書館に借りに行った

りしている子が多く、うれしく思います。夏休み前には自由研究におすすめの

本も展示するなど、季節や行事に応じて様々な本を図書ボランティアの方々の

力を借りながら展示しています。 

②  図書委員による読み聞かせ               

２学期は「図書委員がおすすめする秋の本」の読み聞かせを全校集会で行い

ます。全校に見てもらえるようにスクリーンに絵を映し出すので、いつもと違

った雰囲気を楽しめるのではないでしょうか。また、その本にちなんだクイズ

も出し、全校で本に親しめる集会にしたいと思っています。 

③ ブックランチ 

 １０月２７日（月）から１０月３１日（金）の給食時に、給食室にも協力し

ていただき、ブックランチと称してお話に出てくるおいしいものを献立にしま

した。図書委員はお昼の放送で、そのお話の読み聞かせを行いました。 

④  図書新聞 

毎月１回、図書委員会で「学校図書館＋（プラス）」という新聞を発行してい

ます。昨年度から続いている活動です。各教室で見ていただけるように配布し

ていて、「新しく入った本の紹介」「イベントのお知らせ」「図書委員のおすすめ

本」などが書かれています。昇降口正面、図書館入口前でもご覧いただけます。 

⑤  「きみが読むべきベストブック」 

小学生のうちに読んでおきたい本を各学年 20～30 冊選び、リストにして配

布しました。自分が「小学校時代にこれを読んだ。」と思える 1冊を見つけ、読

書を楽しむことができるようになってほしいと思います。これは、年間を通し

た活動になります。ぜひご家庭でも一緒に本を読んでみてください。 

 

このような活動が円滑に行われているのも、図書ボランティアの方々のおか

げです。いつも図書館の本棚は整理整頓が行き届き、本の貸出冊数が毎年増え

続けています。こうした方々に感謝しながら、これからもたくさん本を読んで

ほしいと思っています。 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１  土 土曜クラブ（ 囲碁・マナーキッズテニス） 

２ 日  

３ 月 文化の日  

４ 火  

５ 水 ４時間授業 

６  木 図書委員会発表 

７ 金 読書旬間終 

８ 土 土曜クラブ  

（囲碁・ガムラン＆ケチャ・サイエンスキッズ） 

９ 日  

10 月 安全指導日 

11 火 学芸会係活動（6年・6時間目） 

12 水 研究会 ４時間授業 

（6-1のみ５時間授業） 

13  木 学芸会前日準備 

（５・６年   ５時間目） 

14 金 学芸会 児童鑑賞日（５時間授業） 

（６年生は６時間授業） 

15 土 学芸会 保護者鑑賞日（４時間授業） 

16 日 あるこう会 

17 月 振替休業日 

18 火 学芸会後片付け（５年・１校時）避難訓練 

19 水 ふれあいタイム 

20  木 音楽集会（５年 発表） 

21 金 荻中生による読み聞かせ 

22 土 土曜クラブ （お筝 いけばな） 

23 日 勤労感謝の日 

24 月 振替休日 

25 火 社会科見学 防災館（４年） 

26 水 区連合音楽会（５年） 

井荻保育園授業参観（１年） 

研究会 ４時間授業 

（３年・2-2 ５時間授業） 

27  木 飼育委員会発表 

28 金  

29 土  

30 日 震災救援所訓練 9：00～ 

善福寺川フォーラム（４年） 

11月の生活目標 

「言葉を大切にしよう」 

生活指導部 栗原 慎太郎 

言葉には、相手の気持ちを明るくする「あた

たか言葉」と、相手の心を傷つける「トゲトゲ

言葉」があります。 

悪意はないのに、相手が傷つく言葉をつい使

ってしまうことがあるかもしれません。また、

自分の思っていることが相手にうまく伝わら

ず、誤解を招いてしまうこともあるかもしれま

せん。悪気はなくても雰囲気が「トゲトゲ」し

てしまうのは残念なことです。 

もしそのようなとき、言ってしまった人の気

持ちも考えながら、周りにいる人が「あたたか

言葉」をかけてあげられたら、「トゲトゲ」を

「あたたか」に変えることができます。言われ

た人も、言った人も、救われた気持ちになるの

ではないでしょうか？言った人も、ゆっくり考

えなおして、同じ失敗をくり返すことがなくな

るかもしれません。 

「トゲトゲ言葉」を減らす方法。それは、自

分がいわれて嫌なことは人に言わないという

ことです。自分が言われるのは嫌だけれど、 

人に言ってしまうということでは、「トゲトゲ」

は減っていきません。このことを子どもたちに

ぜひ、伝えていきたいと思います。 

 

11 月は２学期の折り返しの月です。相手に

対する思いやりの気持ちを表す「あたたか言

葉」にもよりみがきをかけ、子どもたちが、よ

りよい人間関係を築けるようにしてほしいと

思います。 

井荻小学校学芸会 １１月１５日（土）保護者鑑賞日 

 ３年に一度の学芸会。本番に向けて子どもたちも力の入った練習をしています。是非、子どもた

ちの生き生きした演技をご覧ください。※近日中に詳しいお知らせを配布いたします。 

 


