
杉並区立杉並第八小学校

今年の夏は阿波踊りが熱い

今年の夏の阿波踊りは､杉八小6年生が盛
り上げます- ･と言っても踊るわけではあ
りません｡ 6年生が提案した企画がいくつも
実行されるからです｡
6年生は､ 5年生の3学期から｢再発見!

私たちの高円寺阿波踊り｣として､総合的な
学習の時間で高円寺阿波踊りに取り組んでき
ました｡高円寺阿波踊りのいいところだけで
なく､困ったところ､悪いところにも目を向
け､いろいろな関係者の方に話を聞き､調査
を繰り返してきました｡
その上で自分たちでは何ができるか考え､ク
ラスで徹底的に討論しました｡そして､阿波
踊り振興協会の方たちに､よりよい阿波踊り
に向けての提案をプレゼンしました｡
すると､なんとすべての提案を前向きに受

け止めてくださったのです｡
01 6トンのごみの処理に関して
提案1自分たちが｢歩くゴミ箱｣になって

ゴミを集める｡

㊥:大学生のボランティアの方たちと一緒
にボランティアTシャツを着てゴミ集
めをできるようにしましょう｡

提案2 ｢ゴミは持ち帰りましょう｣と書いた
ゴミ袋を配布する｡

㊨:ゴミ袋を用意するので､是非みなさん
で書いてください｡

6月の生活目標

校長　三上　はるひ

提案3ポスターに書いてゴミ持ち帰りを知
らせる｡

㊥:パル商店街に巨大ポスター(2.5×3m)
2枚を張る場所を提供します｡

提案4パンフレットを利用してゴミ持ち帰
りを知らせる｡

@:阿波踊りのパンフレットに皆さんの
言葉を載せるようにしましょう｡

○いろいろな地域の街頭でアンケートを
とったところ､意外と高円寺阿波踊りが知
られていないことに関して
提案5阿波踊りの宣伝CMを作り､知らな

い地域に配る｡番組作りもする｡

㊥:大学生のボランティアさんと一緒に
作りましょう｡ユーチューブにアッ
プするのもいいですね｡

㊥:柵Ⅸを始めたくさんのテレビ取材が
あるのでそこに紹介しましょう｡

提案6流し踊りをいれるといい｡

㊨:参加型の連を考えましょう｡
学年をまたいで取り組んでいるこの学習

に子供たちは燃えています｡阿波踊り振興
協会の方たちも実は卒業生｡後輩を思う温
かくて真剣な思いに支えられ､子供たちは
自分たちの企画を実現しようとしています｡
今年の阿波踊りでは､踊りを支える杉八6
年生を是非応援してください｡

※㊨は阿波踊り振興協会の方の話

身のまわりをきちんとしよう　　　生活指導委員会

梅雨の季節が近づいてきました｡この時期
は蒸し暑かったり､急に肌寒くなったりと､
気温の変化が激しくなります｡気温の変化に
あわせて､自分で衣服の脱ぎ着ができるよう
にし､体調を崩さないように気をつけたいも
のです｡

湿気の多い雨の日が続くと､気分も沈みが
ちになりますo
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このような時こそ気持ちよく過ごせるように､
身のまわりのものをいつも以上にきちんと整
頓しましょう｡特にいつも使っている机の中
やロッカーの整頓､教室の掃除はていねいに
するように心がけましょう｡

また､清潔にも注意し､食事前やトイレの
後の手洗いを忘れずに行いましょう｡清潔な
ハンカチも､常に身につけておきましょう｡



平成24年度特色ある学校づくり

本校では､地域の自然や環境を生かしながら学校と地域の杵づくりを深める環境教育や､地元商
店街や駅などと交流し､地域の教育力を取り入れた総合的な学習の時間などの充実を図ってます｡
今年も地域清掃や挨拶運動とともに､より地域との杵を深めた取り組みを実施してまいります｡具
体的な年間の計画は以下の通りです｡

月 偃i�x,ﾈｾ��ﾉ4�,�>�vR�月 偃i�x,ﾈｾ��ﾉ4�,�>�vR�

4月初旬 �I&I�餔Y9乂xﾕｨｬ(ｺｸ,ﾉ�餔R�6月中旬 6月下旬 �H*(,�,�*(,ﾈ暮:陞ⅹ�I�ﾈｨ�:竕(b�

通毎 凉ﾘ怦ｻ8ﾝ�,ﾈ､ｩJﾘ,hｻ8ﾝ陋ｲ�乂x,h,ﾉ��ﾆzHｧxｯｨ耳��,ﾉ�I�ﾈｨ�:竰�

4月初旬 俐ﾙGﾉ��Z�,ﾉ��*h,(*�,hﾇh柯,���H,i|�,ﾈ揵;�,ﾉ&闔bﾘ､ｩ_ｩ?｢�

･-通年 ��,�+ﾘｧyD�+(,h,ﾈ靖�r�7月15日 7月.- 釘絣緤D陋乂仆8�畏xⅨhｾ�ｬr�

4月初旬 的D鞜x,ﾈ扎,ﾈ冓-�*���6�986ｘ��B畏(苓鮑羊��

5月中旬 添D闔�,ﾉ��*h,(*���?ｩgｸﾉｩ'ｨｧx檍,�.h.�H,ﾈｬ(ｺｸｻ8屍�

5月中旬 ��D飄�5x8X�ｸ5�,8*ﾘ.��10月初め �9D隕�,ﾈ�ｦ��

5月中旬 �)D飄隲�+X,8*ﾘ.��11月中旬 ��,ﾉ$Xﾙ(��iD�.H+�5x888�,8*ﾘ.��

6月初旬 6月中旬 �(hｧxｻ8踪,�.h.凉ﾘ怩��1月中旬 �X��暮:竏ｽ�x揵(h,i��ﾆr��

クラブの連携 5年びわ収穫 剴坙{建築学会による冬の環境教育 

『杉八小の図書教育について』

杉八小の図書館には約7千冊の本があり
ます｡その約半数が詩や物語などの文学､
残りが知識の本です｡これらの本は十進
分類法によってきちんと並べられ､自分
の出番が来るのをじっと待っています｡
でもなかなかキi
ありますo　いく
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とってもらえない本も
内容が素晴らしくても
分をアピールすること

立つ所
プを書いたり､子供達
す｡借りられていく本

です｡

子供の読書活動を推
進Lようとしています｡昨年4月から実
施された新指導要領にも全教科にわたり
言語カを育成することが強調されていま
す｡それに関連して学枚図書館の計画的
利用と､その機能の活用が求められてい

杉並区で､学校司書が全校に配置
ということも､この動きの一環と

でしょう｡

杉八小ではどのように読書活動を推進

が眠る｢知の宝庫｣である図書館l
7千冊の本
軌こ子供達

プール指導について

今年度の水泳指導は6月18日(月)から始まります｡

水泳の時間は､子どもたちにとって､とても楽しい

ものですが､まだ十分に水になれていない子にとっ

ては不安感もあるようです｡学校では､子どもの発

達段階に応じた指導を心がけ､水に親しみながら恐

怖感を取り除いて楽しい水泳の時間にしていきます｡
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学枚司書佐々木三恵子

の足を向けさせることから始めています｡
夕卜で避ぺない時､行ってみようかと思わ
せる場所､帰りがけにふらりと寄ってみ

して子供達に位置付けて
も目をさましてしゃきっ

よう｡毎月のテーマ毎に色々
お立ち台にのせたり､子供達から

も出来る限り応えるよう

今年は更に読書の質を高めたいと考え
ています｡子供達が今読んでいる本は､
おやつ本が多いようです｡おやつも大事｡
でも時にはスルメのようにかみごたえの
ある本も読ませたいのです｡国語の教科
書にはおすすめ本(スルメ本)がたくさ
ん出て来ます｡その中の1冊でも読み通
せるように単元の
トークなどを行っ

学習との関連でブック
ています｡

情報リテラシーとLての図鑑の使い
方､首科事典の使い方､年鑑の使い方な
ども､学年に応じて身につけていって欲
しいことです｡それらを使って未知なる
ことを調べ報告できたら､それこそ主体
的､意欲的な学習となるでしょう｡
杉ノ＼小の7千冊の本達が-斉に動きだす
日が近いことを確信しています｡

水泳委員会

さらに安全面や衛生面にも万全を尽くし､事故のな
いような体制をつくりましたo

ご家庭でも､水泳実施日の体調(体温1耳あかや手

足の爪のチェックなど､朝の健康管理はもちろん､

朝食も忘れずに､どうぞよろしくおねがいします｡

くわしくは配布された印刷物をお読み下さい｡
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マイ各プロジェクト避勃
今年の杉八小5年1組は､総合的な学習の時間に『マイ米プロジェクト』をして

います｡自分たちで｢マイ米｣をバケツで作る体験を通して､農家の人の思いや願

い､それを食べている自分たちについて考えます｡ ｢生産者｣ ｢消費者｣という立場

を理解することで､日本の農家はすごい!自分たちの生活を支えているんだ!自分
たちにできることはないのか?という気持ちを育てていければ-と考えています｡

クラスの目標を｢支えてくれた人に感謝を込めて､立汲なお米を

作り､大切さを伝えて､泉ばなれを止めよう!｣と決めました.そ
の目標を基に､個人目標を決めました｡

米の育て方.知識.プロたちの話を､日本 兔H,�,�.ｨ/�鉅-�.�+ﾘ-�,唏*噂H,ﾈ+�,h/��ｲ�
の人たちに伝え､お米ぱなれをしている人 �*ﾙ&ﾘ,�,JH*(.ｸ*(.ｸ,��ﾈ,儘ﾈ-�,JH齷Zｨ.��

や､そうでない人も､もつとお米を好きに 兔H,�,�.ｨ/�+�+芥*噂H/�j�.ﾘ,�,I��-x+ﾒ�

なってもらえる人になりたい○千葉美神 �*&�凩�､8ﾟr�

高円寺の人達に､お米のありがたさ､おい �-ﾘ/�,�,�*噂H,ﾈ+�,h/�ｻ8*h,JH-ﾘ/�,�*ｨ*��

しさ､作ってくれる人の苦労を広められる. 兔H/��XﾔH*ｸ,�,�,�,JH*噂H,�,�.ｨ/�鉅-�+ﾒ�

人になりたいo渡辺剛 �*&�冦液����

米ばなれをしようとしている人を止めら �*噂H,ﾈ+�,h/�*(.ｸ*(.ｹ&ﾘ,�,JI¥H,�,�.ｨ/��

れる人になりたいo田中宣幸 倡�-�.x.ｨ.��ﾈ,�,�.�+ﾘ*&��侈ｲ�

お米の大切さを知り､色々な人がお米を好 俾兒ｨ+ﾘ+�,h*噂H,ﾈ+ﾘ-�,唔¥H,�,�.ｨ/�+X,B�

きになってくれるように､お米の大切さを �+X-ﾂﾘ*(+ｸ*H,��ﾈ,唏*噂H,ﾉ|x+8/�ｻ8*h,H*��

伝えられる人になりたいo外川修蔵 兔H/��Y��,�,X*ｸ.��ﾈ,�,�.�+ﾘ*&�+��以ｸﾈ��

お米をもつと調べて､お米のおいしさを広 �*噂H,ﾈ+�,h/�+(-x,JH*(.ｸ*(.ｸ,��ﾈ,仆8*b�

めて､お米のことをもつと知っている人に �,JH齷Zｨ.�*噂H/�j�.ﾘ,�,I��-x.��ﾈ,�,�.��

なりたいo布川邦貴 �+ﾘ*&�)��|�u2�

日本の人々にお米を好きになってもらえ �-ﾘ/�,�,ﾈ+ﾘ-�,唏4�6�6�485�/�+X+ﾘ*(*��

るように､お米の良さを伝えられる人にな �.zH.�,(,h*噂H,ﾈ+�,h,�,(*(,H�ｨ+X*)�ﾈ,��

りたい○谷川太紀 �,�.�+ﾘ*&�(ﾞ挨ﾙ�驗��

米ばなれを止めるために､お米を大切に育 �*(.ｸ/�,��ﾈ,�*噂H,ﾈ+�,h/�&ﾘ,�,H.�.x*B�

てて､みんなにお米のおいしさを伝えられ �+ﾘ-�,唏*噂H,�,(*(,H*(.ｸ*(.ｹ&ﾘ.�+ﾘ*&��

る人になりたいo正田癒音 俚):�ﾆ8狽�

お米ばなれをなくすために､お米のことを �+ﾘ*ﾘ+8/�,ﾈ*噂H,ﾉkﾉ��.(顥}�/�ｦ�*h,JH*��

たくさん知って､お米の良さをみんなに伝 兔H,�*ﾘ.ﾘ+X*ﾘ,�,�,JH*噂H,ﾉ|x+8/�ﾔﾈ-�+ﾒ�

える人になりたいo風間紘未 �*&�ﾈ�(益F��

みんながお米のことを知って､米ばなれを �*(.ｸ/�,稲ﾙ}�,ﾈ*噂H,�,(*(,JH*ﾘ.ﾘ+X*ﾙ&ﾒ�

なくす人になりたいo遠藤圭織 �,(,H*(.��ﾈ,�,�.�+ﾘ*(�ｹnﾉ�9�Ym｢�

お米ばなれを防ぐために､お米について調 �-ﾘ/�,�,ﾈ+ﾘ-�,唏*噂H,ﾉ�ﾉZｨ,�,(*(,I+(-r�
べ､みんなにお米のみりよくを伝えたいo �,JH*噂H/�支,H,I��-x,H.�.x*(+ﾘ*&��

伊東壮真 凭冦�ｨﾟr�

お米を育てて､お米ばなれを防げるよう �*噂H,ﾈ*�*(+X+2��Y��+2�*噂H,ﾉ|x+8/����

に､高円寺の人々に広められる人になりた いo大野千畳織 兔�ｾh,儘ﾈ-�.x.ｨ.��ﾈ,�,�.�+ﾘ*$H蹂ｴﾙuB�
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仁6　月　の　行事　予　定コ

日 ���戟 乂xﾕ｢饐ｸﾉ(ﾗ8饕�掩蓋日暮 劔闇 
1生 �4��b�■ 的�b�5生 妬�b�

1 仞�� �<�鳬>�怩�2ﾃID笂���D韲ｩ�騏ﾉOY?ｩ�ﾘ��ｭ倡y;���D笂(ﾕｨ鰾�5 迭�6 澱�6 澱�

2 �7�� �� �� �� ��

3 �?｢� �� �� �� ��

4 佇�� ��X橙ドﾈ竰�5 迭�5 澱�6 澱�

5 ��� ���8轌;�ﾗ�ｿ8��鞴(乏�5 迭�6 澱�6 澱�

6 ��R� �9<�鰾為�ｿ8��騏ﾉOY?｢��4 釘�4 釘�4 釘�

7 冦��児 ��ﾉ|ﾘ6X5�6x跌yﾘ怦ｻ8�ナD竰�5 迭�6 澱�6 澱�

8 仞�� 儖�>���ｸ�8ｨH.虻ｹ���5 迭�6 澱�6 澱�

9 �7�� �� �� �� ��

10 �?｢� �� �� �� ��

ll 佇�� �4�8�7S9<x��ｿhｭH趙�5 迭�5 澱�6 澱�

12 ��� ��ﾉ|ﾘ6X5�6r�ｩ�B��5 迭�6 澱�6 澱�

13 ��R� 滴鳧ｭH�ｼhﾊHｸh�ｼb�)D笂Yhx鱠Vﾉ�hﾈ��｢ナD笏�ﾙ�Y;�4ﾈ888�6�92オD笂2ﾃHﾕｨ鰾�4 迭�4 釘�4 釘�

14 冦�� �<�鰾�5 迭�5 澱�6 澱�

15 仞�� ��ﾉ|ﾘ6X5�6x��5 迭�6 澱�6 澱�

16 �7�� �� �� �� ��

ー7 �?｢� �� �� �� ��

18 佇�� �4�8�7SI�X蜜轌;�趙�5 迭�5 澱�6 澱�

19 ��� �乂亊8�ﾈｻ8�ナD笳�ﾘ6x4X8(8ﾘ5(5h,ﾉNx-�*ｲ��D笂�ﾕｨ鰾�5 迭�6 澱�6 澱�

20 ��R� ��4 迭�5 迭�5 迭�

21 冦��児 �8ﾈｹ�4ｸ5因���hｼbオD笂8ﾕｨ鰾�5 迭�6 澱�6 澱�

22 仞�� �<y^偖HｭH���檍怦ﾊ乂r�9D笘駟��)�bコﾃiD笂�?�3Rﾙv9'H霾ﾏ�zﾂ�)D笂��鰾ﾒ�5 迭�6 澱�6 澱�

23 �7�� �� �� �� ��

24 �?｢� �� �� �� ��

25 佇�� 儻域ﾘ昆:霆8�コﾃiD笙]ｸ支��ﾏ�zﾂ��D笂��鰾ﾒ�5 迭�5 澱�6 澱�

26 ��� 儻域ﾘ昆:霆8�コﾃiD竰�5 迭�6 澱�6 澱�

27 ��R� 儻域ﾘ昆:霆8�コﾃiD竰�4 迭�5 迭�6 澱�

28 冦��.王E lヨ ��5 迭�5 澱�6 澱�

29 仞�� 兢ｸﾎﾈ�(橙��ﾃ"ﾃ9D笂3｣��ﾒ�9D�,ﾈ-ﾓX鳧ｭB塗ﾈ��h-ﾈ.ｩ&��i?ｨｸｹ���5 迭�5 澱�6 澱�

30 �7�� �� �� �� ��

体力テスト-今年も保護者の方にお手伝いいただいて､

体力テストを行います｡昨年度から様々

取り組んできた成果が出ることを期待し

ています｡

移動教室･･･5年生･6年生は富士学園に行きます｡しっ

かり学習をして､有意義な活動を予定して

います｡
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(下校時刻)


