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●生活目標 ●

一年間を振り返ってみよう
●安全目標 ●
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小学部小学部

●生活目標 ●

一年間を振り返ろう
●安全目標 ●

安全な生活ができるようにしよう

中学部中学部

●保健目標 ●

一年間を振り返ろう
●給食目標 ●

一年間の反省をしよう

小中共通小中共通

 夢を実現するための「3つのC」―杉並和泉学園の教育目標を新しくします。―

　学園長　田　中　　稔
　今年は暖冬で、南西門の傍に植えられた「アンネのバラ」が１月終わりの大寒の頃から、大きな花を咲かせ
ています。神田川沿いの小さな緑地のオオイヌノフグリが、うす紫の花を咲かせると、本学園の子供たちは、
進級したり、卒業したりするまでにあと、僅かの日しか残っていない状況となります。
　特に、小学部の６年生や中学部の９年生は、それぞれの学部を卒業する時期となり、文集や作文などに「自
分の将来の夢」を見つめたり、語ったりする機会が増えてきます。
　これまで本学園は、夢を実現する為に必要な力や精神、育てたい子供像を学校運営協議会（CS）が行った熟議
で策定した最初に３つのCのつく英単語 「Create（創造する）」「Communicate」（かかわる）「Challenge（挑戦
する）」で表してきました。そして、学校行事や学年行事などを実施する際には、この「３つのC（３C）」をそ
れらの目標に据えてまいりました。そのことから小・中学部の全課程を修了し、この３月に本学園を卒業して
いく６・９年生の成長した心と体の中には、この３Cの力や精神が刻まれており、運動会・学芸音楽会・合唱
コンクール・進路選択などの機会に児童・生徒の「活躍する」「頑張る」姿として表出されているのだと思います。
　しかし、杉並和泉学園には、小中一貫教育校として本学園が開園する数年前
からそれぞれの学校関係者が集まり、時間をかけて作り出した４つの教育目標
があり、この「３C」とのかかわりが教職員にとっても保護者の方々にとって
も分かりづらい状況にありました。本年、５周年の年を迎えるにあたり、国際
理解教育に力を入れている本学園では、あえてCのつく３つの英単語を新しい
教育目標とし、この「３C」を中核において、すべての教育活動を見つめ直し
ていくこととします。（図）
　特に本年がオリンピック・パラリンピックイヤーであることもあり、
「Communicate（豊かにかかわろう）」を重点とした、教育課程と呼ばれるカリ
キュラムを策定中です。
　その中に位置付ける次年度の主な取り組みとしては、

❶　英語によるコミュニケーション力の向上を目指した英語（教科、活動等）の授業時数の拡充（１年…
18h、２年…35h、３年以上は他校より＋5～ 15h）と関連行事の実施

❷　小・中学部交流の活性化を目指したスマイルタイムの充実と2020東京オリンピック・パラリンピ
ックへの共同参加

❸　いじめの発生しない学園を目指した「小・中学部未来サミット」の実施
❹　人間関係形成力（自他を理解する力、コミュニケーション力）の向上を目指した全学年での学級編制
の実施と学級活動の充実

　
　本年度があと１か月で終わります。次年度は小学部において新しい学習指導要領に基づく授業等教育活動が
始まります。これからも小中一貫教育校として、また、コミュニティスクールとして、学園で学ぶ子供たちの
ためにさらなる発展を遂げていきたいと思います。

杉並和泉学園教育目標
　未来を担う人であるために、
全ての学びの場において
◎　Communicate
　　― 豊かにかかわる ―
〇　Challenge
　　― ひたむきに挑戦する ―
〇　Create
　　― 新たに創造する ―



小中合同作品展

　本年度より小中合同作品展が２月13 ～ 17日まで
行われました。
　小・中合同で作品を展示するのは、学園が始まっ
て以来、今回が初の試みです。小学部は1・3・5年
生が平面作品、2・4・6年生が立体作品を展示しま
した。中学部は参加団体を募り、団体ごとに作品を
展示しました。また、地域からも作品を募り、ラー
ニングセンターに展示しました。互いの作品を見な
がら交流を深められるように展示場所は、それぞれ
の教室前に設けました。小学部では休み時間に２学
年がペアとなり、普段は見られない中学部の作品を
見に行ったり、自分達が作った作品を見てペア学年
の人に紹介したりする姿が見られました。

仲よし学級　遠　　足

　２月７日金曜日、５組仲よし学級の26名全員で、
豊洲・有明方面へ今年度最後の校外学習・遠足に出
かけました。
　パナソニックセンター東京「リスーピア」は、算
数や科学を学習する総合的な施設です。巨大パズル
や色が変わるボール集め、大きなモニターを活用し
た塗り絵など、たくさんの科学に触れながら夢中で
遊ぶことができました。
　おいしいお弁当は、ガスの科学館「がすてなー
に」で、友達と楽しく食べました。どの子も頬張る
顔はとてもうれしそうでした。その後、身近なガス
の秘密をクイズで発見したり、自分が色を塗った車
やUFOが展示に入り動き出すお絵かきスマートタ
ウンで楽しんだり、
最後は屋上に出て
青空の下、みんな
で走り回ったりす
る等、とても楽し
い時間を過ごすこ
とができました。

小学部4年生　二分の一成人式

中学部７年生　鎌倉校外学習

　２月７日（金）に７年生は鎌倉校外学習に行って
きました。
　生徒たちは「前進」のスローガンのもと、事前に
班ごとに話し合い、入念にコースを決め準備をして
きました。当日は天候にも恵まれ、寺社や歴史ある
鎌倉の文化に触れ充実した様子で行程を進めること
ができました。
　８年生ではスキー教室、９年生では修学旅行を控
えています。自分たち
の力で鎌倉校外学習を
最後までやり遂げた経
験を、今後の学園生活
に活かしてほしいと思
います。

二分の一成人式では、お母さんに感謝するということをめあ
てに頑張りました。式を終えて印象に残ったのは、やっぱ
りお母さんからの手紙です。手紙にはいろいろな力がある
と分かりました。だから、お母さんに手紙の返事を書いて、
今ぼくが思っていることが伝わると嬉しいです。

両親から手紙をもらい、一つの命の大切さを学びました。手
紙を読むと私が生まれてみんなはどう思ったか、私はどん
な子だったのかが書かれていて、自分はかわいがられてい
たんだなと思いました。だから、大人になったら一つの命
を大切にしたいなと思いました。 

本番では、未来に向けての夢と呼びかけを自分のせいいっぱ
いの大きな声でいう事ができました。私の気持ちが見てい
る人たちに届いた気がして、とてもうれしくなりました。
そして、家族から手紙をもらって、本当に「育ててくれて
ありがとう」と改めて思いました。  

二分の一成人式では、両親に「今までありがとう。これから
もよろしくね。」という気持ちを伝えました。家の人と同じ
仕事に就きたいため、今から将来のことを考えていくきっ
かけになりました。家族から手紙をもらい、ぼくを宝物だ
と思ってくれていると知りました。返事を書くことができ
たので嬉しかったです。 

二分の一成人式を終えて、あと10年で大人になると改めて
思いました。社会のたくさんの人と関わり、世界で活躍で
きる大人になりたいです。これからは、たくさんの仲間を
つくったりどんな人にも優しくしたりしていくことが大切
です。お母さんにもらった手紙は、とても嬉しかったです。
家族に感謝をして、これからも頑張っていきます。



小中一貫教育コーナー小中一貫教育コーナー 5年間を振り返ってき
ょ
う

とあ
したを ぎゅっ
。

　平成27年４月１日に和泉中学校・和泉小学
校・新泉小学校の３校が統合して杉並和泉学園
が開校いたしました。小学部583名通常19ク
ラス５組仲よし３クラス、中学部105名通常５
クラス５組１クラスの合計688名でスタートし
ました。令和２年２月20日現在では小学部
756名通常23クラス５組仲よし４クラス、中
学部210名通常６クラス５組２クラスの合計
966名です。この５年間で1.4倍になりました。

　開校記念日の平成27年６月27日に
は、266名のお客様をお迎えし、落成
式を行いました。導入されたばかりのタ
ブレットを使って来賓の方々を校内案
内いたしました。

　開校から一年後の
平成28年４月には、
天然芝の校庭が完成
しました。早速、先
生方の芝刈り研修が

行われました。今では土曜日の朝に保護者
も交えての芝刈りを行っています。キャラ
クターを募集し、その年の夏まつりの投票
で『しーばくん』に決定いたしました。

　中学部生徒会と小学部代表委員会が小中一
貫教育校の特色を生かした取組を提案してい
ます。どうすれば全児童生徒の笑顔があふれ
るのかを考え１年生から９年生までが分かり
やすい目標を作ろうという意見から決定した
のが『和泉っ子　笑顔の心得』 です。
　29年度からは、小中合同委員会を開催して
います。小中合同の放送委員会の企画や給食
委員会の「芝生でお弁当給食」などの取組に
より、学園生活が豊かになり、良い人間関係
が生まれ “明日も行きたくなる学園” を目指し
ています。

　普段かかわることの少ない小中学生が交流す
ることにより、小学生と中学生の人間関係がよ
り豊かになると考え、小中交流プログラムを実
施しています。ペア学年の交流として８年生の
調べ学習の発表を４年生が見学しました。また、
縄跳びの技を教えてもらうこともあります。

　小学部図書委員会、中学部図書委員会が一緒
に企画を考えています。昼休みに、中学部生徒
が小学部低学年に読み聞かせをする活動が実現
しました。また、整備委員会も一緒に手洗い場
の清掃をしました。

　１年生から９年生までが縦割
りグループを作って一緒にお弁

当を食べました。中学部の方が唐揚げが大きいことをうらやま
しがったり、お膝に乗って食べ始めたりする子もいました。

　５年間の歩みで忘れてはならないのは、地域の協力です。学校支援本部をはじめ学校運営協議会、PTAの支援は、莫大なもので
した。地域から愛され育まれていることを実感し感謝申し上げたいと思います。
　スタートの５年間は試行錯誤しながらも小中のつながりを作ろうと様々なことに挑戦をしてきました。次の10周年を目指し、
さらに地域と密着しながら、理想の小中一貫教育校を目指して邁進していきます。



　令和元年度、学校支援本部の活動もいよいよ大
詰めの時期となりました。地域の皆様方には、こ
の一年間一方ならぬご支援をいただき、大変有難
く感謝申し上げます。詳細は学校支援本部の広報
誌「和泉スクールサポート」でご報告致します。
　来年度も子供たちのために更なるご協力をいた
だければ幸いに存じます。
《2月主な活動》
〔小学部〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・1年生／茶道　・2年生／折り紙教室　
・3年生／ 昔の道具発表会・折り紙教室
・4年生／ 華道（4-1・仲良し）　・5年生／公園清掃
・仲良し／ 調理実習
〔中学部〕
・7・8年生／ 茶道　・5組／調理実習　・部活／部活サポート
《3月予定》 
・2年生／ 茶道　・4年生／華道（4-4）　・仲良し／茶道　
・9年生／和菓子作り

学校支援本部 メールアドレス：
　　　　　　　info@shinsen-izumi.sakura.ne.jp  
事務局 電話 6379－2857（留守電対応）

吉𣘺　正美

学校運営協議会コーナー学校運営協議会コーナー学校支援本部コーナー学校支援本部コーナー
【第９回】１月31日（金）　担当：坂野　慎二
　杉並和泉学園が開校して５年目が終わろうと
しています。CSは初年度の10月に発足し、２年
任期なので、第2期が終了し、10月から第３期に
入りました。メンバーは第１期及び第２期と同
じ方々です。杉並区の規則では、一般のCS委員
の再任は３期又は４期までとなっています。　
　先の話になりますが、次期には新たな方々に
CS委員をお願いすることになります。
　今年度を振り返ってみると、４月に２名の副学園長が新たに着
任され、更に10月に副学園長１名の異動があり、３名の副学園長
の先生方は皆一年目という年度になりました。しかし皆さん段々
と学園に慣れ、新たな目線で学園への提案をしてくださっていま
す。来年度の杉並和泉学園が楽しみです。
　個人的には小学部で新たに設定された学芸音楽会を参観させて
いただき、児童の歌声や演奏、そして演劇をゆっくりと観て聴く
ことができました。授業の時とは違う表情を見せてくれる児童生
徒の成長を感じられるのは楽しいですね。
　杉並和泉学園を含め、学校では先生方の長時間労働が問題とさ
れています。しかも先生方には残業手当がありません。教育活動
の質を維持しながらも、先生方がゆとりをもって仕事に向かって
いけるよう、皆さんの学校へのご支援をお願い致します。

会長　坂野　慎二
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