
 

 

 

 

 

早いもので今年も年の瀬を迎えようとしています。 

１１月１８日（土）に行われた学芸会には、たくさ

んのご参観とご声援をいただきありがとうございま

した。保護者の皆様からいただきました感想からも、

ご家庭で子供たちを温かく見守り、応援していただい

たことがひしひしと伝わってきました。また、その中

でも「子供たちが励まし合ったりお互いに思いやった

りすることができるようになってうれしかった。」「出

番がない時でも静かに待てるようになっている我が

子の姿を見て感動した。」等、子供たちがこんな風に

変わってきた、成長してきたと喜んでくださっている

言葉もあり、大変うれしく思いました。このような学

校行事を通して子供たちが成長していく姿を見るこ

とは、教員にとってこの上ない喜びです。 

 さて、今回の学芸会の劇を振り返ってみると、各学

年の様々な物語がありましたが、それぞれの物語の中

には共通しているテーマがあったように思います。１

年生の劇の「のはら たんけんたい」は、こびと達が

野原へ探検に出て行くというお話でした。かまきりや

風などから力を合わせてたまごを守り、最後にはきれ

いな蝶々が誕生するというものでした。2 年生の劇の

「アイウエオリババ」は、アイウエオリババたちが力

を合わせて、盗賊たちをやっつけるというお話でした。

そんな中で、人のものを横取りしようという悪い心を

もったカシムは、アイウエオリババたちに助けられて、

心を入れ替えることができました。3 年生の劇の「忍

者になりたいカメレオン」では、何か他のものになり

たいと願ったカメレオンたちが、すばらしいものはど

こか他所にあるのではなくて、自分自身の中にあるこ

とに気付いていくお話でした。劇の最後に歌われた歌

には、「誰かと自分を比べないで、かけがえのないあ

なただから」とありました。4 年生の劇の「ぼくらの

進級試験」では、少子化によって大人達から必要以上

に大事にされ、甘やかされてきた子供たちが進級試験

を受けることになり、初めて自分たちの知恵と力で進

級試験を乗り越えていくというお話でした。 

 

 

 

 

 

5 年生の劇「人間になりたがった猫」は、人間になり

たがった猫が、人間の醜さ、恐ろしさを目の当たりに

しながらも、人間を信じ、仲間と助け合いながら生き

ていくことによって、人間は希望をもち、よりよく生

きていける生き物だと気付いていくお話でした。6 年

生の劇の「わたしがお化けになった日」では、どこか

人任せで、真剣に生きていなかった現代っ子の登場人

物達が、第二次世界大戦中に亡くなった少年と触れ合

うことで、自分を大切にして、真剣に生きることの意

味に気付くというお話でした。 

 これらの劇に共通していることは、「自分や仲間を

大切にして、目標に向かって真剣に進んでいけば、素

晴らしい未来が待っている。」また「自分の心は正し

い方向に変えていけるし、それは周りの人をも変えて

いく」ということです。このことにとても関係のある

言葉に、メジャーで活躍した松井秀喜選手が座右の銘

にしていた「心が変われば行動が変わる。行動が変わ

れば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人

格が変われば運命が変わる。」という哲学者のウィリ

アム・ジェイムズの言葉があります。松井選手はこの

言葉を胸に自分や仲間を大切にして、努力を重ねたそ

うです。また、ウォルト・ディズニーは、「今日とい

う日は、残された人生の大切なスタートの日です。」

と言っています。これも一つ一つを大事にして生きて

いくことにつながるでしょう。 

１２月３１日は、大晦日ですが、除日とも言います。

除夜は除日の夜という意味です。この「除」には、「古

いものを捨てて新しいものに移る」という意味があり

ます。つまり「さあ、新しくスタートするぞ！」とい

う意味が大晦日にはあるのです。 

 １年の終わりにあたる師走の月に、今までの自分を

振り返り、新たな目標に向かって再スタートするぞと

いう清々しい心で新年を迎えていけるようにしたい

ですね。 
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２ 学 期 の 思 い 出 
 

１年 生活科見学  
 2年生との生活科見学はあいにくの雨。野川公園へは行けま

せんでしたが、多摩動物公園の昆虫館へみんなで出発。昆虫を

たくさん見て知らないこともたくさん発見。蝶が 2000匹以上

いることを聞き「わ～！」と歓声が上がりました。雨でできな

かった 2年生とのグループワークは後日校庭で開催。フィール

ドビンゴをやりながら、頼りになる 2年生とのつながりを深め

楽しく過ごすごとができました。 

２年 生活科 「わたしの町はっけん」 
４～６人のグループに分かれて町探検に出かけました。グ

ループで質問を考え、お店に行ってインタビューしました。
お仕事の様子や工夫、商品などについて多岐にわたる疑問に
丁寧に答えていただき、たくさんの発見をした子どもたち。
学校に戻り、発見した「町のすてき」をキラキラした目で友
達と話し合い、カードにまとめました。 

３年 「すがたを変える○○調べ学習」 

国語「すがたをかえる大豆」で、大豆が豆腐、みそ、しょ

うゆなど様々な食品に変身していることを知りました。そこ

から、大豆以外にもすがたを変えている食べ物がないか、「す

がたをかえる○○」として、調べ学習を進めました。学校図

書館の参考資料を活用し、調べカードをいくつも集め、分か

りやすい説明文に書き上げました。新たな発見がたくさんあ

り、調べることが楽しくなってきました。学習のまとめとし

て、お豆腐「らるご」さん協力のもと、お豆腐作り体験もし

ました。できたてホカホカの美味しいお豆腐に感動！ 

４年 「社会科見学」 
社会科見学で本所防災館、中央防波堤埋立処分場に行きま

した。本所防災館では、消火体験や煙体験、地震体験、都市
型水害体験をしました。体験と共に実際の救出の話を聞き、
「自分の命は自分で守ること」の大切さ学びました。 
 中央防波堤埋立処分場では、ごみがどのように処分され、
埋め立てられているのか学習しました。出されるごみに応じ
て処理してから埋め立てるなど環境にも配慮した取り組み
をしていることを知りました。処分場の理解を深め、ごみ減
量の大切さを認識できた学習となりました。 
 

５年 「連合音楽会」 
 11月 28日から杉並区の連合音楽会が始まりました。井
荻小学校は初日の 28日、合唱『キミに出会えてよかった』、
合奏『ルパン三世のテーマ』で参加してきました。夏休
み前から楽譜が配られ、２学期からの練習に臨みました。
練習をする中で、教え合ったり進んで自主練習したりす
る姿も見られました。当日は、杉並公会堂のステージで
発表するという貴重な経験をすることができました。 

６年「連合運動会」 
 雨のため延期になった連合運動会でしたが、当日は晴天
に恵まれ、一人一人自分の種目に挑戦しました。100ｍ走、
ハードル走、走り高跳び、中距離走。たまたま隣になった
他の学校の子にも話しかけたり、「頑張ろう。」と声をかけ
る子もいたり、交流の場となりました。 
 友達の競技中、応援で盛り上がっていました。運動会が
終わるとすぐに朝練が始まり、忙しい６年生でした。 



  

      一人一人が輝いた学芸会 
  

                             学芸会委員長  高野 裕子 

 

１１月１７日（金）１８日（土）に学芸会が行われました。 

１日目は児童鑑賞日でした。それぞれの劇の面白い場面では大いに笑い、迫真の演技や感動的な場面には心が自

然と引き込まれ、会場がシーンとなりました。２日目の保護者鑑賞日では、自分のがんばる姿を見てもらおうと

さらに気持ちをこめて演じることができました。 

１・２・３年生にとっては初めての学芸会でした。上級学年の演技を見て、すごいなあ、こんな劇がやりたい

なあという憧れをもって、また３年後を楽しみにしています。４・５・６年生にとっては最後の学芸会でした。

表現の仕方を自分なりに工夫したところもたくさんあります。係の仕事にも一生懸命取り組みました。一人一人

が自分の力を存分に出し切った学芸会でした。 

  

１年：のはらのたんけん                 ２年：アイウエオリババ            

 

 

 

 

 

 

 

 

３年：忍者になりたいカメレオン             ４年：ぼくらの進級試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年：人間になりたがった猫               ６年：わたしがおばけになった日 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

１  金 研究授業（６年）         SC 

２ 土 土曜授業 震災救援所訓練 

３ 日  

４ 月 委員会 

５ 火 保護者会（４・５・６年） 

６  水 ふれあいタイム 

７ 木 午前授業  野鳥観察会（３～６年） 

８ 金 保護者会（１・２・３年） 

社会科見学（６年）         SC 

９ 土 土曜クラブ（囲碁・テニス・チャレンジキッズ） 

10 日  

11 月 クラブ 

12 火  

13  水 ふれあいタイム 

14 木  

15 金 ★ SC 

16 土 土曜クラブ（囲碁・お囃子・お箏・いけばな） 

17 日    

18 月 クラブ 

19 火 セーフティ教室（薬物乱用防止）（６年） 

20  水 ふれあいタイム 

21 木 給食終               SC 

22 金 終業式 

23 土 天皇誕生日 

24 日  

25 月 冬季休業日始 

26 火  

27  水  

28 木  

29 金  

30 土  

31 日  

１２月の生活目標  

「物を大切にしよう」 

生活指導部 長島 瑞樹 

学芸会も無事に終わり、２学期も残すところ１ヶ

月となりました。学芸会ではどの学年も工夫された

小道具や大道具を使って劇を盛り上げていたと思い

ます。 

さて、ドラえもんのキャラクターであるジャイア

ンを知っていますか。あのジャイアンならではの有

名な言葉があります。それは「おれの物はおれの物、

お前の物はおれの物」という台詞です。言葉だけ見

ると、強引な台詞に思えますが、この言葉にはある

秘密が隠されています。実は、のび太が小学校の入

学式の時に無くしてしまった物をジャイアンが一生

懸命、一緒に探してくれた時の台詞なのです。「おれ

の物はおれの物、お前の物はおれの物」この言葉の

真意は、「あなたの物も自分の物のように大切です

よ」という意味が込められています。 

学校には、たくさんの物があります。周りの人の

気持ちを考えながら、自分の物でなくても、自分の

物のように大切に扱い、２学期最後を気持ちよく過

ごせるといいですね。 

１２月行事予定 

スクールカウンセラー来校日・・・ＳＣ 

給食費引き落とし日・・・★ 

冬休み中の校庭開放 

平成２９年１２月２９日（金）から平成３０年１月
３日（水）までの６日間は、校庭開放はありません。 

 
新学期始業式の予定 

平成３０年１月９日（火）通常の登校時刻です。 

※野鳥観察会も、保護者の方も 
参観できます。 
ぜひ、善福寺公園に来て、一緒
に野鳥を観察しましょう。 
（雨天延期） 
 

日時：１２月７日（木）９:００～１２:００ 

＊薬物乱用防止のセーフティ教室は、どの学年の保

護者の方でも参観できます。実際に薬物依存から

更生された方のお話を聞くことができます。貴重

な機会ですので、ぜひお越しください。 

   日時：１２月１９日（火） 

午後１：４５～３：００ 特活室 

 

第１８回「杉並区 図書館を使った 

調べる学習コンクール」  

奨励賞 ２年２組 黒川 透和子さん 

 

おめでとうございます！ 


