
杉並区立杉並第八小学校

｢親&児の会｣の舞台裏

1年ぐらい前に､｢親&児の会｣の会長さんが､
｢杉八小の子供たちが､卒業して､杉八で良かっ

たと思えることを一つでも二つでも作ってもら

うのが私たちの願いです｡｣と､私に語ってく
れました｡今､ 1-6年の各教室には､ヤゴを飼っ
ていて､トンボに羽化し始めています｡これは､
｢親&児の会｣の皆さんが昨年の9月の水泳指

導が終わった後に､竹で筏を組みプールに浮か
べ､どこから集めてきたのでしょうか､クヌギ

の葉を大量にプールの中に入れた成果です｡ヤ
ゴ採集の日の二週間前には､心配でヤゴの生育
状況を調べに来校しています｡夕方遅く､児童
玄関で､ヤゴの餌であるイトミミズを与えてい
る姿を見ました｡その努力が今実って､全校児
童が､ヤゴが脱皮しアキアカネが教室を舞うと
ころを見ることができているのです｡
7月には､カブトムシを希望する児童へ配り

ます｡カブトムシは､成虫をお店で買って配る
のではなく､前年度に､卵から幼虫､成虫にな
るまで育ててから配っています｡

今は校庭東側のウサギ小屋の空いているところ
を活用して飼育しています｡冬を越すためには
寒すぎても心配､土が乾きすぎてもダメ､雨が
あたって､土が濡れ過ぎても死んでしまいます｡
万が一にも失敗して全滅しないように､ご自宅
でも飼ってくださっているとのことです｡会

社で言う｢リスクの分散｣ ?を図ってくれてい
ます｡そうして､一年近くの間､ ｢親&児の会｣

の皆さんが､交代で管理し､育て上げている

7月の生活目標

副校長　小長谷　典敬

のです｡

7月15日､ 16日には､杉八キャンプ村を予

定しています｡その際にスイカを食べてもら
おうと､校舎北側のバタフライガーデンの一

画の畑で､ 4月から土を耕し､肥料を与え､
スイカの苗を植えました｡今年の春は気温が
低かったため､生育状況を気にされていまし
た｡特に､｢キャンプ村の時期に合わせてスイ
カを実らすことが難しい｣と話していました｡
時期に間に合うように､スイカ苗の周りの土
にシートを敷いたり､苗に透明のプラスチッ
クケースをかぶせたりして､毎日交代で水や
りをしています｡

また､恒例の花火も､今年は創立80周年
を記念して､大々的?に計画しています｡
花火の資金集めでは､地域行事でポップコー
ンを売って､資金の一部にしています｡花火

をどのように打ち上げるか､順番を考えてプ
ログラミングしています｡花火に合ったBGM

も流す予定です｡ 10人以上の親父さんたちが､

タイミングを合わせて打ち上げます｡お一人
お一人がお忙しく､練習時間など持てるはず
もありません｡そのような中で､力を結集し
て杉八キャンプ村の舞台を作ってくださいま

す｡

キャンプ村まで､後2週間に迫ってきまし
た｡そのような舞台の裏で日夜奮関してくだ
さっている｢親&児の会｣の皆様へ､温かい

ご声援をよろしくお願いします｡

身の回りは　いつも　きちんとしよう生活指導委員会

早くも1学期が終わりに近づきました｡遠
足や運動会､たてわり班活動や学校公開､ 5 ･
6年は移動教室もありましたね｡杉八の子は
みんなで協力しあって大活躍でした｡
その大活躍を見守り支えてくれた教室や校舎
をていねいにしっかり掃除し､きれいにして
夏休みをむかえましょう｡
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自分の身の回りはどうですか｡きちんと整理
整頓しているでしょうか｡机の回り､道具箱
の中､ロッカー､ランドセルの中など､手紙
や文房具･洋服がやたらとつつこんであった
りしないかな｡
学習に必要なものがすぐ取り出せるように､
自分の持ち物はいつもきちんと整理しておき
ましょう｡



平成24年度研究主題 ��

言語活動の充実を目指して 

今年度より､校内研究のテーマを言語活動の充実としました｡学校教育の指針となる学

習指導要領が平成2 3年度に改訂されましたが､その改訂の一番の目玉がこの言語活動の

充実です｡言語活動を充実させることで､思考力･判断力･表現力を高め､より豊かで質

の高い学習が展開されます｡

本校では､全教科領域を通して､この言語活動の充実を目指すことを今年度のテーマと

しました｡また､併せて､言語能力向上推進校(東京都)や言葉の教育推進校(杉並区)

の研究も進めていきます｡これらの研究により､研究授業だけではなく､著名な歌手や､

落語家､アナウンサーなどをお呼びして､子供たちに特別授業を提供できる予定です｡

また､区の施策の一つである小中一貫教育にも力を入れます｡ 7月4日(水)には､杉

並第四小学校､高円寺中学校と一緒に合同研究授業を行いますoまた､ 8月2 8日には杉

三､杉四､杉十､高中､高南中と一緒に6校合同小中一貫教育研修会を開きます｡どちら

も本校が中心となり､研修を企画運営していきます｡

研究授業は､保護者地域の皆様に公開しています｡特に､ 7月4日は全学級で公開授業

を行います｡ぜひ､子供たちの様子を見にいらしてください｡

【本年度の研究授業予定】

日時 乂yD竏ｻ8怩��

第1回 塗ﾈ��9?｢�2年生(国語) 

第2回 度ﾈ紵?｢��h揵(h耳ｭ�ｻ2�支,h+X,Hﾗ8*"�-ﾈ+v��1年生(国語) 

2年生(図工) 

3年生(総合) 

4年生(理科) 

5年生(音楽) 

6年生(算数) 

第3回 ���ﾈ��i?｢�5年生(国語) 

第4回 ���ﾈ�#)?｢�4年生(算数) 

研究授業はすべて5校時です｡

担当学年以外は4校時まで(給食あり)

となりますo

第1回研究授業(6月13日)の模子

｢スイミ-｣のお話を読んで､感想を書

く学習です｡自分の好きな文を書きぬ

き､感想を書いています｡



委員会活動･クラブ活動の紹介
放送委員会　　　　　　6年　平安名　盛守

放送委員会は､朝から下校までの､校内放送をし
ています｡特に給食の時間の放送をし､今年から

たてわり学年で一緒に放送をしています｡これか
らもみんなで力をあわせてがんばり､今までより､
工夫し､もっとよくなる放送にしたいです｡

運動委員会　　　　　　6年　高橋　麻苗

運動委員会では､各学年が気持ちよく運動ができ
るように石灰倉庫､体育倉庫のそうじ､かざのあけ､

閉めを交代で行っています｡また､みんなが安心
して竹馬や一輪車で遊べるように整理なども毎日
きちんとやっています｡でも､使ったものをかた
づけない人がいるので使ったものはもとの場所に

もどしてください｡

飼育委員会　　　　　　6年　諏訪　適

飼育委員会では､毎日交代しながら､当番がうさ
ぎのお世話をしています.うさぎが毎日気持ちよ
く過ごせるように､水かえをしたり､ゆかのそう
じをしたりしています｡

うさぎと仲良くなってもらうための｢うさぎとの

ふれあい｣などをきかくしています｡
1年生から6年生のみなさん.うさぎ達とたくさ

んふれあいもっと仲良くなって下さい｡

ダブルダッチクラブ　　　　　6年　斉藤　花歩

ダブルダッチクラブでは最初にダブルダッチと大
なわをやっています｡ 4年生はまだはじめたばか
りですができる人が多くなってきました｡室内ス
ポーツではバスケットボールやバレーボールを

やっています｡高学年がサーブの仕方やゴールの
いれかたなどを教えています｡これからも協力

し､楽しいクラブにしたいです｡

マンガ･工作クラブ　　　　　6年　古山　拓三

マンガや工作など自分が作りたい物を作れる楽し
いクラブです｡マンガでは四コママンガやギャグ

マンガそれに長編物語をつくっています｡工作で

は生活に役に立つ物などいろいろあります｡だん
だんできていくのがたまらなくたのしいです｡

手芸･料理クラブ　　　　6年　南　明日佳

手芸･料理クラブでは､針や糸を使ってかわいい
マスコットを作ったり､空き箱に自分の好きな布

をはってリメイクしたりしています｡料理では何

を作りたいかみんなで話し合い､グループごとに

作りたい物を作ります｡去年は､クレープやパフェ
を作りましたo　今年もみんなで話し合い､みんな
で楽しめるクラブにしていきたいです｡

図書委員会　　　　　　6年　稔谷　虹香

私達図書委員会では､中休みや昼休みに､本の貸
し出しや返却作業を行っています｡
他にも､全学年が本を好きになって図書室に足を
運んでもらえるように､本の紹介をしたり､本の

帯を作ったりして工夫しています｡
ぜひ本を好きになって､図書室に来てください｡

集会委員会　　　　　6年　鈴木　良奈

今年の集会委員は､ ｢いろいろな学年と協力して
みんなが笑顔になれる集会をつくろう｣を目標と
してさまざまな集会を考え､つくっていきたいと

思っています｡又､今年は80周年にふさわしく､

たてわり班のみんながもっと仲良くなれるよう
な集会を考え､工夫していきたいです｡

代表委員会　　　　　　6年　三浦　孝文

前期代表委員会の目標は｢目指せ!学年をこえて､
みんな仲良くあいさつがとび交う杉並ナンバーワ
ンの学校｣です｡僕達代表委員会は杉八小をより
よい学校にするために､ 1年生をむかえる会や運

動会のスローガン決め､八十周年記念集会の企画
をしてきました｡これからも杉八小をよりよい学

校にするために､力を合わせ､頑張ります｡

科学クラブ　　　　　　6年　川島　悠花

私達科学クラブでは､毎回､身近なものでできる
実験をみんなで楽しく行っています｡ 6月には中

学校の先生に葉脈標本の作り方を教えてもらった
り､ジャンボシャボン玉をうちわで作ったりしま
した｡オリジナルのかわいいキャンドルも作る予

定です｡これからもみんなで協力して楽しく活動
したいです｡

屋外スポーツクラブ　　　　6年　大河原　健太

屋外スポーツクラブでは､いろいろな運動をして

楽しくスポーツをしています｡サッカー､Tボール､

リレーなどのスポーツがいっぱいできます｡みん
なで計画をたて､何月に何をやるのかを決めて､
スポーツをします｡色々な学年の人達と協力し楽
しく､仲良くスポーツをして楽しんでいます｡

7月15日(日)高円寺駅90周年記念 

セレモニーにて杉八金管バンドの演奏が行わ 
れますo 

また､7月15日～8月10日までは杉八全校 

児童の絵画｢夢の高円寺駅｣が展示されますo 
その他駅には各学年の図工作品が毎月交代で展 

示されています○ 
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⊂7　月　の　行事　予　定コ

日 况｢�朝 乂xﾕ｢饐ｸﾉ(ﾗ8饕�樟莫 劔���間 
1生 �4��b�:l生 釘�← 妬�b�

1 �?｢� �� �� �� ��

2 佇��朝 ���8轌;�効醜橙ベﾈ饂｢��5 迭�5 澱�6 澱�

3 ��� 兢ｸﾎﾈ�(橙ィﾃR緤D笂3｣��籐�hｨ咽ｸｫYV���k陞�ID笂#｣3�ﾓ3｣���5 迭�5 迭�5 迭�

4 ��R� �,ｨ�ﾓX鳧ｭB�<�鳧,X,ﾘ*�.�-ﾈ+�/�侈Hｸh�ｼb��8ｧyD竰�5 迭�5 迭�5 迭�

5 冦�� �78ｧy|ﾙ+(ﾛｃYD竰�5 迭�5 澱�6 澱�

6 仞��児 倆�檍怦ﾊ乂r�9D竰�5 迭�6 澱�6 澱�

7 �7�� �9<�鳧ｧxﾕｨﾏh､ｩO�>���ｲ�4 釘�4 釘�4 釘�

8 �?｢� �� �� �� ��

9 佇��戟 �4�8�7R�5 迭�5 澱�6 澱�

10 ��� ��5 迭�6 澱�6 澱�

ll ��R� ��4 迭�5 迭�5 迭�

12 冦��児 ��5 迭�5 澱�6 澱�

13 仞�� 度ﾈ��h-ﾈ.ｩ&��i?ｨｸｹ���5 迭�6 澱�6 澱�

ー4 唳7�� 鳴� �� 鳴� ��

ー5 唳?｢� �4ﾈ88987i�ｨﾘ)(h揄(h�)�吋隲吋�5ｨ8ﾈ8)?�ﾒ�l �� �� ��

16 佇���� �9�8H5hｷｹnﾅ�Y�ﾉ��5��l l �� 鳴�r~~~~ ��

17 ��� 侏駢H,ix靜ｨ蕀ui.�慄�驟俎X�橙�｣CRﾙ.�C#｣#R籀ﾘ"��5 迭�6 澱�6 澱�

18 ��R� ��4 迭�5 迭�5 迭�

19 冦�� 从ｹ�咽��5 迭�5 迭�5 迭�

20 仞�� �9<�鳧�ｼh�ャ｣3�ﾓ謄����Y�ﾈ�ン｣��ﾓ謄3���4 釘�4 釘�4 釘�

21 ���褸ｿ�� ��- 辻�l �� ��

22 陶|r�l ��｣_____; 辻� ��｢~~ ｣___ 辻�

23 綿ﾈ貭� 俾ﾘ棈敲ｽX跌z�芍�X蜜轌;�ﾇHﾅ(趙�｢~~~~~~八 l 鳴� 鳴�ﾂ�l 鳴�

24 冏ｲ�l ��l 鳴�ﾂ�ﾂﾕ��｣___- 鳴�ﾂ� 鳴�ﾂ�

25 �u���l �� �'鉗籀v��｣__: 稗� 鳴�ﾅ����

26 ��9m��l ��- ��上 ��- �'鉗鈔�ﾂ�

27 綿ｾ�� ��l ��｢~｢ 1 辻� ��

28 ���� �� �� �� ��

29 ����� ��l �� 鳴�l 鳴�

30 萄ﾈ�� ��l l l ��l �� 鳴�

31 ��� �Hｴy�X蜜轌;���ﾈ�� �� �� ��

言葉と落語-言語能力推進校として､ 17日(火)に

三遊亭歌太郎さんをお呼びして､日本語

に親しむ活動を行います｡プロの落語家

のお話を聞いて楽しむと共に日本語のよ

さに気付いてほしいと思っています｡

キャンプ村-今年も子どもたちが楽しみにしている

キャンプ村を行います｡夏休みの前の素

敵な思い出ができればと思います｡
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(下校時刻)


