【夏季休業中の主な予定】
８月

教員は出勤しており
ませんので、緊急な要件
以外は、この日程を避け
てご連絡、ご来校いただ
きますようお願いいた
します。

１日（土）夏季休業日始
１１日（火）学校閉庁日始
１４日（金）学校閉庁日終

１日（水）B5 時程
３日（金）見守り隊

２３日（日）夏季休業日終

６日（月）A6 時程 全校朝会
７日（火）避難訓練（中休み）
８日（水）B5 時程
１１日（土）B3 時程
１３日（月）A6 時程
１５日（水）B5 時程

【２学期はじめの主な予定】
１年生５時間授業始

全校朝会

２０日（月）A6 時程 全校朝会
２２日（水）B4 時程 教育面談始
２７日（月）A4 時程 全校朝会
２８日（火）A4 時程
２９日（水）B4 時程
３０日（木）A4 時程 教育面談終
３１日（金）終業式 B4 時程

≪お知らせ≫
区連合行事について

８月２４日（月）始業式

Ｂ4 時程

安全指導

２５日（火）給食始
２５日（水）保護者会（４,５,６年）１４：４５～
９月

２日（水）保護者会（１,２,３年）１４：４５～

生活指導部から

生活指導主任

折笠

悦子

『自分も友達も大切にしよう』
東京都の学校では、年に３回「ふれあい月間」が
設定されています。その目的は、いじめや暴力行為
等の問題行動を早期に発見し対応すること、未然防
止等につながる取組を実施することです。子供たち
にアンケートを行い、現状を把握したり、道徳の時
間に「思いやり」
「友情」といったテーマで授業を
実施したりしています。大切なのは、誰かの心ない
言動で傷ついている人がいないかということをみ
んなで確認し、知ることです。自分の命も大切、そ
して、友達の命も大切と感じる気持ちをこれからも
育てていきたいと考えています。

区連合行事（連合運動会、連合音楽会、連合
作品展）のあり方について、昨年度より校長会と

◎1 学期の生活目標「なかよく遊ぼう」

教育委員会とで話し合いを進めてきました。これ

◎７月の生活目標「１学期の生活をふりかえろう」

まで果たしてきた意義は大きいものの、近年の授

１学期もあとわずかとなりました。子供たちは、
日々の学習や友達との関わりの中で、協力や思いや
りといった大切なことを学びました。学校では、頑
張ったことや成長したこと、そして今後の課題も含
め、子供たちと振り返りをしていきます。ぜひご家
庭でも、お子さんの頑張ったことをたくさんほめて
いただけたらと思います。また、挨拶や忘れ物、学
習への取り組みなど学校での様子を、お子さんと話
し合いながら確認していただけると、今後への励み
になります。そして、元気に夏休みを過ごし、自信
をもって２学期を迎えてほしいと願っています。

業時数・学習内容の増加による「児童の負担増」、
「行事の棚卸し」の観点から抜本的な改革が必要
であるとの考えに至りました。新型コロナウイル
ス感染症の影響により、中止となった今年度のみ
でなく、区連合行事については、苦渋の決断なが
ら、来年度以降も中止することといたしました。
＝杉並区立小学校長会より＝

≪１学期の通知表について≫
１学期終業式にお渡しする通知表についてお知
らせします。
休校期間が２か月あったこと、７月末に個人面
談をさせていただくことから、１学期は、学習の
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コロナウイルス感染防止のための休業が長期
間続いたため、今年度は、夏休み期間が短縮され
ます。

評定、行動の記録、出欠、係活動のみの表記とし、

学校では、暑さ対策として、体育館で授業を行

所見の記述を省略させていただきます。個人面談

う際には、冷房を付け熱中症対策をしています。

の際に、１学期中のお子様の学習や生活の様子、

これから更に暑さが厳しくなることが予想され

１年間の目標についてお話をさせていただきま

ます。ご家庭でも、熱中症対策として、早寝早起

す。全ご家庭と面談をさせていただきます。

き等の声掛けをしていただき、体調管理をお願い

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

します。
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だからこそ
長い休業期間が終わり、西田小学校に子供
たちが帰ってきました。校庭から聞こえる子
供たちの声。登校してくる子供たちの「おは
ようございます。」の声を聞き、毎日、元気を
もらっています。学校は子供たちがいてこそ
輝く場所であることを再認識しています。

副校長

神近

正浩

実際、努力してもプロ野球選手にはなれな
かった可能性が高いですが、最後まで、前向
きに考え努力していくことは、たとえ目標が
変わったとしても役に立ち、人生においてプ
ラスになることだと思います。

再開したとはいえ、コロナウイルス感染防
止のため、集団活動など、できないことが
「なれない理由を考えるのではなく、なる 多々ある状況が続いています。移動教室を始
ためにどうすればよいかを考えた。」
め、子供たちが楽しみにしていた行事など
これは「夢を叶えるためには何が必要か」 が、残念ながら中止になっています。このよ
と質問されたプロ野球選手が答えた言葉で うな状況だから仕方がない・・・。ではなく、
す。
こういう状況だからこそ、できることはない
始めは何を言っているのだろうと思いなが かと西田小では考えていきます。このような
ら聞いていたのですが、詳しく聞いているう 状況下においても、子供たちが楽しめるよう
ちに、確かにその通りだと感心しました。
な学校。いつもとは違うけれど、楽しかった
夢をもって取り組む中で、必ず「無理だ。」 と子供たちが思えるような西田小になるよ
と思う瞬間やどうしても超えられない壁を感 うに、教職員一同全力で取り組んでいきま
じる瞬間がある。その時に、ほとんどの人は、 す。
「自分には才能がないから。」「身長が低いか
保護者の皆様に様々な場面で、ご理解やご
ら・・・」など、誰もが納得するようなでき 協力をお願いすることがあると思います。
ない理由や乗り越えられない理由を考え、あ
今まで同様、よろしくお願いいたします。
きらめてしまう。でも、自分は、
「才能がない
からもっと練習する」
「身長が低いからこそで
＜お礼＞
きることはないか。」とできない理由を考える
学校支援本部の方が、にした教室等の消毒
よりも、どうやったらできるようになるかを の手伝いを毎日してくれています。また、西
考えてきた。だから自分にとってプロ野球選 田小同窓会の方からは、アルコール消毒液を
手になれないという考えはなく、プロ野球選 大量に寄付していただきました。
手になるための努力をしてきたから、夢を叶
それ以外にも、PTA の方は、連日学校に
えることができた。と言っていました。その 来ていただき、新体制の準備をしていただく
理由を聞き、心から感動しました。私の小さ など、様々なところで協力していただいてお
い時の夢はプロ野球選手。絶対になると思っ ります。
ていたのですが、「背が低いから・・・」「怪
西田小の子供たちのために、日々たくさん
我をしたから・・・」と納得のいく理由を考 の方が支えていただき、感謝しています。
え、あきらめました。
この場を借りて、お礼を申し上げます。

＜夢を叶えるには＞

ありがとうございます。

◆音 楽 科◆
耳を澄まして音そのものを味わうことは、音楽の喜びを知る原点です。音楽
科の授業では、心を開放し、歌うこと、楽器を演奏する楽しさを感じてほしい
と考えています。
アンサンブルでは音と音が重なり合い、人と人との間にハーモニーが生ま
れる喜びを味わうだけでなく、友達の声や音に耳を傾けることで、互いに尊重し合い思いやる心、感
謝する豊かな心の育成を目指しています。
【音楽科 植田 綾香】

◆図画工作科◆
図画工作の授業では、子供が実現したい思いを大切にしながら表現や鑑賞の活動を通して、自分のよ
さや可能性を見つけ、心豊かに楽しく生活を創造できることを目指しています。自分にとって「これが
いい感じ。」
「こうやってみたら、きれい。楽しい。面白い。
」を見つけたり、感じたり、想像したり、工
夫する力をつけていきたいと思います。ご家庭でも作品を見ながら子供の思いを受け止めていただける
とありがたいです。
【図画工作科 宮岡 慶子】

◆家 庭 科◆
家庭科では，日常生活に必要な基礎的な知識や技能を身に付け、家族の一員として協力して生活をよ
りよくしようとする意識や能力を培っていきます。調理や裁縫など、学校で学んだことを家で実践する
ことが大事になります。ご家庭でも、用具の安全な使い方や約束など教えていただき、学んだことの実
践の機会を与えていただけるとうれしいです。
【家庭科 石上 幸】

◆少人数算数◆
算数では、子供の理解や習熟の程度、興味・関心等に応じて、主に単元ごとにクラス編成をして学習
を進めています。少人数教室では、どの子も臆することなく自分の考えを伝えること、友達の考えにし
っかりと耳を傾け、お互いの考えを認め合うことを大切にしています。
「算数って面白いな。
」
「学習したことを使ってみよう。
」と多くの子供たちが思えるように、担任と協
力しながら、日々の授業を大切にしていきたいと思います。
【算数科 山本 容子】

◆読書指導◆
学校図書館では、読み聞かせやブックトーク・アニマシオンなど、子供たちの読書の幅が広がるよう
な読書指導や、図鑑や百科事典などの調べ学習のための資料の利用指導を行っています。また、学習に
必要な資料の選定、購入も行っています。必要な情報を取捨選択できる力をもち、分からないことは図
書館で調べてみようという知的な欲求に応えられる場所として子供たちを応援していきます。
読書旬間では、たくさんの本に出会い、読書を楽しめるように、図書委員会の児童による推進活動を
企画しています。読書を通して豊かな心を育んでほしいと思います。
【司書教諭 森 由香・学校司書 磯沼 利惠子】

ヤゴ救出活動
６月８日に、プールで成長していたヤゴ
の救出活動を行いました。残念ながら、今
年は子供たちではなく、杉並環境ネットワ
ークの皆様と一緒に、教員総出で救出しま
した。ギンヤンマ、アキアカネ、シオカラ
等全部で９００頭が救出されました。３年
生が育てています。今年も、西田小からた
くさんのトンボが飛び立ちます。

学校運営協議会報告
６月１５日に開催された、第２回西田小学校 学校運
営協議会についてご報告します。
＜主な内容＞・会長挨拶 ・校長挨拶
・コロナウイルス対策について
・今年度の年間行事予定について、
・大きな行事について
＜次回開催＞
７月２０日（月）16 時０0 分～1７時 30 分
 学校運営協議会では、非公開部分以外は傍聴ができま
す。傍聴をご希望の方は学校までご連絡ください。

昨年度の振り返りと、今年度の校内研究について
研究主題：自ら気付き・考え・行動する子の育成～教科等横断的な学習過程を通して～
研究主任 佐々木 哲弥
昨年度は、国語科、図画工作科、生活科・総合的な学習の時間の３分科会で研究授業を行いました。教科
の学習と生活科・総合的な学習の時間との関連を図ることで、国語科・図画工作科では生活科・総合的な学
習の時間で育成された「他者と関わろうとする力」や「関連付けて考える力」などの能力、「郷土や自然を
愛する」
「多様性を尊重する」などの心情が育成され、各教科の目標をよりよく達成できることが分かりま
した。これらは ESD により特に育成される資質や能力であると考えます。さらに、生活科の授業研究では
地域の方と直接関わる機会をたくさん設けることで、児童が、自分と地域の方とのつながりを意識すること
ができ、地域の一員として、積極的に関わっていこうという思いが育つことが分かりました。
その他の研究推進部の活動は以下の通りです。

ESD 大賞小学校賞受賞！
令和元年１0 月には全国の小学校の実践校
から選ばれ、第１0 回ＥＳＤ大賞小学校賞を
受賞しました。

これまでのカリキュラムづくりやホール
スクールアプローチ（学校全部で ESD）
、
ハッピースクールプロジェクトの取り組み
が評価されました。

ハッピースクールの取り組み
ACCU/ユネスコ・バンコク事務所が主催する「ハッピ
ースクールプロジェクト」に参加しました。本校では「幸
福感」を「自己肯定感」と「自己有用感」の向上を目指
すこと、と捉え、委員会活動や生活指導を中心に、自主・
自治的な活動を積極的に行いました。環境委員会は古本
や古着を集める活動を通して資源の再利用の大切さを全
校にはたらきかけました。また、運動委員会が体力向上
を目的に、持久走月間を企画しました。さらに、代表委
員会は全校に意見箱を設置し、子供たちの声を集めて、
「貸し出し用の傘ボックス」を企画しました。
これらの活動から、児童は自分たちの考えが、学校生
活に反映され、多くの仲間が参加してくれたり、協力し
てくれたりすることを通して、自己肯定感・有用感を高
めることができました。この取組は、現在コロナ感染予
防の影響で中止されている委員会活動の代わりに行われ
ている、ボランティア活動に発展しています。

ESD 子供報告会・NISHITA 未来の学校 開催
例年通り、たくさんの保護者、地域の方のご参観いただき、
子供たちの学習の成果を発表することができました。地域と
学校をＥＳＤ/ＳＤＧｓの視点でつなぎ 、人も子供も学び合
うことを目指し、２月に「NISHITA 未来の学校」を開催し
ました。この取組が今後発展し、学校と地域社会がＥＳＤ/
ＳＤＧｓの視点でつながっていくよう学校として今後も取り
組んでいきます。

今年度は、指導と評価の一体化をめざし、研究推進部と学力向上委員会を一体化しました。これは、
「指導」と「評価」と「研究」の一体化の中で、教育活動全体を通して持続可能な人材を育成するた
めの学校体制をつくることが目的です。また、教科の学びを、生活科・総合的な学習の時間で、いか
に活用できるか考えていきます。そこで今年は、児童がより考えたり、行動したりすることができる
ようになるために「対話」を大切にしていきたいと考えます。ニシタスの皆様、保護者の皆様のご協
力をいただきながら、定期的・日常的に「対話」を通した、学びを深める授業づくりを目指します。
今年度も、本校の教育活動に、ご理解ご協力の程、お願いいたします。

