
杉並区立杉並第八小学校

いいまちに育って

11月27日(日)に行われた｢わがまちふるさ

と運動会｣では､地域の皆様と子供たちが交流す
る姿があちらこちらで見られ,ほほえましい限
りでした｡他にも｢子どもまつり｣. ｢震災救援助

訓練｣､｢あいさつ運動｣･･サタハチや野球･サッ

カー･筆クラブなど､すべて地域の皆様に支え
られている活動です｡
この高円寺の土地柄を本当に幸せに思い､そ

の幸せに気づかせたいという思いから､杉八の

勉弓剣こはたくさんの地域学習をとりこんでいま
す｡特に､ ｢生活科｣ ｢社会科｣ ｢総合的な学習の時

間｣では､高円寺と､このまちのすてきな人々に
焦点をあてて学習することで､地域を誇りに思
い,そこに住む人々にあこがれる児童の育成を

目指していますo

学習している地域単元の例をあげてみると
2年生｢まち大すき-高円寺ってどんな町｣ (生

宿)高円寺のまちを探検して見つけた疑問から､
地域の黄色いベストを着た人がまちをきれいに
してくれたり､みんなの安全を守ってくれたり
していることを見つけました｡また､商店街の
歴史や工夫も知りました｡

3年生｢高円寺生き生きプロジェクト-高円寺
をすてきなまちにする｣ (総合)では高円寺地域
の問題を考える中から､ごみや落書きの多い現

校長　三上　はるひ
状を見つけ､実際に地域の方に苦労をお伺いし
たり､落書きを消したりして､どうしたらごみ
や落書きのないまちにできるかを考えています｡
4年生｢高円寺エコプロジェクト｣(総合)で

は､どんなエコをしているか調査した結果から
｢高円寺再生プラン｣を考え､今はエコバッ

グの制作をしたいと考え中ですD
5年生｢再発見!自分たちの高円寺阿波踊り｣

高円寺と言えば阿波踊り｡なのに意外と知ら
ない阿波踊り｡その歴史､苦労など､阿波踊
りを続けていってるまちの方々に話を聞きな
がら高円寺と阿波踊りの関係を探ります｡
6年生｢マイドリーム｣(総合)｢1日東大生｣か

ら始まったキャリア教育ですが､職業につい
てのお話を地域の方々に伺い､高円寺の商店
街で職場体験をさせていただくことで､将来
のことを考えることができました｡
そのほか､学校全体での｢辞ハッチ-プロジ

ェクト｣ではお世話になった地域の方にお花
を持っていく予定です｡
そして､お世話になったことへの何よりの

お礼は､子供たちの元気なあいさつだと考え
ます｡今年度も1月27日から｢地域とともに

あいさつ運動｣を行います｡そこで是非とも
地域にお返ししていきたいと思います｡

身の回りの物を大切にしよう　　　生活指導委員会

｢物を大切にする｣というのは､ ｢見当たり前の事のよ

うに思えますが､ ｢物を大切にする｣とはどういうことで

しょうか｡

物を大切にするには､物を大切にする｢心｣がなければ

できません｡愛情をもってその良さを見つけることこそ､

物を大切にするr心Jを育みます｡そして､ ｢物を大切にす

る心｣は｢人を大切にする(思いやる)心｣につながってい

るのです｡物であれ人であれ大切にしようという心が

あってこそ､優しく揺することができるのではないかと

思います0
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学校での物を大切にする第一歩は｢名前を書く｣

ことから始まります｡自分の持ち物を大切にでき

る子は､友達の物やみんなで使う物も大切にでき

るようになるのです｡自分の物を大切に使ってい

る子に､思いやりや心遣いができていると感心さ

せられることが多いものです｡
一つ一つ記名する-面倒なことのようですが､小

学校では一番基本になるところです｡学校では､

自分の物とみんなで使う物の区別をしっかり意識

することから物の大切さを学ばせています｡



本校の溝路指等(キヤlJア教育)

杉八小のキャリア教育といえば､毎年6年生が総合的な学習の時間で行う､｢マイ.ドリーム｣です｡今年も､

学校支援本部の協力のもと､様々なプロの方のお話を伺ったり､実際に職場体験をしたりしました｡
授業の中では初めに､｢働く｣ということはどういうことなのかを子どもたちに考えさせました｡子どもたちの

イメージとしては､｢働く｣-｢お金をもらうこと｣で､大変なことととらえていましたが子どもたちは,｢働く｣と

いうことは大変かもしれないけれど.やりがいのあることだろうというプラスのイメージももっていましたo

きっと､お家の方の｢働く｣姿を見て､子どもたちに日ごろから感じていたからなのでしょう.

そして､パティシ工の方やアロマテラピストの方､そして本校の給食調理員の方など､よく知っている職業

の方からそうでない職業の方まで､様々な方のお話を伺い､｢働く｣ということはどのようなのことなのかを改め

て考えました｡子どもたちは,様々な職業であっても､｢相手に喜んでもらえること｣｢人の役に立つこと｣がやり

がいであり､そのためには人は働くのだということに気づきました｡そして､

そのことを実際に職場体験する中で自分自身でも実践し､お店の方の接客の

様子などからも感じ取ってきましたo

しかしながら､本校のキャリア教育は6年生だけが行っているのではあり

ません.進路指導やキャリア教育というと､とにかく中学への進学や職場体

験を連想しますが､それだけではないのです｡学校では1年生から6年生ま
でのすべての学習､すべての時間でキャリア教育は行われています｡あいさ

つをする､お手伝いをするといったことも｢人の役に立つ｣つまり､キャリア

教育のなのです｡なぜなら.キャリア教育とは生き方教育だからです0　人と

関係を作り､必要な情報を集めたり､自己決定したりして社会を形成してい
く力を養うのがキャリア教育だからです｡

本校の児童は､実に良く｢働き｣ます｡縦割り斑による清掃活動はもちろんのこと､委員会活動や行事等に向
けての係活動等､生き生きと頑張ることができます.また､こうした日々の活動以外でも､自分の行動に責任を

もつこと､友達の関わり合いの中で信用を築いていくことを学びながらキャリア教育は行われているのです｡

平成23年度　杉並区小学校図画工作展

○会期　平成23年12月10日(土) 11日(E日12ET(月)

9 : 00-16 :00

0会場　杉並区立社会教育センター(セシオン杉並)

展示室

杉並区梅里1-22132

☆杉並区立の小学校の図画工作の作品が展示されます｡

書書初め展
今年も､ 1月23 E] (月)～27日(金)まで書き初め展を行います｡

杉並区では､区内の先生が独自にお手本を作成して書き初めを行っています｡ 1､ 2年生の硬筆のお手本は,

昨年度に発行された区分集｢杉っ子｣の低学年児童の作品から抜粋した内容のものです0 3年生以上の毛筆では､

次のような言葉を書きます｡

(3年〉　ひかU

く4年〉　光る大空
(5年)大地の専
(6年〉　希望の朝

12月からよりよい作品を書くために､筆づかいや字の形などを指導してきましたb　また､どの学年も冬休

み中に､各ご家庭で一生懸命練習してきたことと思います｡ 3学期になって授業中に書いたものを廊下に展示

します｡これまでの練習の成果を発揮した力作を､ぜひ､見にいちしてください｡

また. 1月27日(金)～28日(土)まで､杉並区立久我山小学校で杉並区立小学校連合書き初め展が行わ礼

ます｡各学級の代表作晶が展示されます｡区内の小学生の代表作晶が一堂に集められて展示されています｡他
の学校の作品を見ることができるよい機会でもありますので､こちらの方も是非ご覧ください0
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三年生が学芸会を終わって
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〔12月の行事予定〕

日 况｢�戟 ��掩蓋瞭 劔闇 
14王 �4顫��■ ���El 之��b�

1 冦�� ��5 迭�5 迭�5 迭�

2 仞�� ��5 迭�5 迭�5 澱�

3 �7�� ��4 釘�4 釘�4 釘�

4 �?｢� �� �� �� ��

5 佇��朝 ��5 迭�5 澱�6 澱�

6 ��� �(ﾋ駢H,ﾈｻ8思ｨﾊHｸh�ｼbオD笘tR�5 迭�5 澱�5 迭�

7 ��R� ��4 迭�5 迭�5 迭�

8 冦�� 店鳧ｭH�ｼb�5 迭�5 迭�5 迭�

9 仞�� ��5 迭�5 迭�5 迭�

10 �7�� 凛i�H棈4y5x跖�ﾇ�� �� �� ��

ll �?｢� �� �� �� ��

12 佇��朝 ��5 迭�5 澱�6 澱�

13 ��� ��5 迭�6 澱�6 澱�

14 ��R� ��4 迭�5 迭�5 迭�

15 冦��l日 ��5 迭�5 澱�6 澱�

16 仞�� ��5 迭�6 澱�6 澱�

17 �7�� �� �� �� ��

ー8 鈴?｢� �� �� �� ��

ー9 佇��戟 ��5 迭�5 澱�6 澱�

20 ��� ��5 迭�6 澱�6 澱�

21 ��R� 从ｹ�咽几��4 迭�5 迭�5 迭�

22 冦��輿 �9<�鳬�Y�ﾈ��ｼh��4 釘�4 釘�4 釘�

孝3 仞�� �5hﾖ9&�K�?･�� �� �� ��

24 帝7�� �� �� �� ��

考5 亦� �� �� �� ��

26 佇�� 儺ﾈｬ�鮎i?ｨ趙ﾘ��粐ﾒ� �� �� ��

2_7 �ｲ� �� �� �� ��

28 ���� �� �� �� ��

29 冦�� �� �� �� ��

30 仞�� �� �� �� ��

31 �7�� �� �� �� ��

マラソン週間･11月25日から体力向上を目指して､マラソ　(下校時刻)

ン週間を実施しています｡毎日､中休みに5

分間自分のペースで走っています｡

冬休み　今年は曜日の関係で､例年より早く冬休みに

入りますC　大掃除のお手伝いをさせたり､ El

本の伝統にふれさせたりするなど､家庭での

充実した時間を過L'7bLJてほしいと思います｡
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月.火.本金 剞�.特時 儡特時 

4校時 ��3｣C����2�10 ���55 

5校時 ���40 ���15 ���00 

6校時 ��ｲ�30 ��R�10 ���:55 


