
杉並区立杉並第八小学校

｢整理整頓のできる子｣

副校長　小長谷　典敬

｢素直な子｣

明けましておめでとうございます｡穏やかな
新年をお迎えしたことと思いますo本年もどう
ぞよろしくお願い致します0

年の初めは､誰でも区切りをつけて新しい生
活を築いていこうとしますo子どもたちにも｢今

年こそは｣と希望や抱負が胸に湧き上がってきて
いると思います｡ ｢一年の計は元旦にあり｣と言い

ます｡一人ひとりに目標や目あてを持たせて､

学習や生活の充実を図っていこうと思います｡
また､ 1月15日(日)には学校支援本部の皆様方

が｢どんど焼き｣を計画してくだきっています｡今

午-年の健康を願うことにしたいと思います｡

ところで､過日､テレビを見ていましたら､大

相撲のある親方が､ ｢相撲で強くなる子はどんな子
ですか｣と､質問されていました｡私は､｢身体の大

きい子｣ ｢足腰の強い子｣ ｢運動神経の良い子｣との答

えを予想しましたD　しかし､インタビューされた

その親方は.一見相撲とは関係なさそうな｢素直な

子｣ ｢整理整頓のできる子｣と答えていましたb素直

な子は,親方の指導をしっかり聞き､ ｢由良や儀

軌などの相撲の基本になるものを大事にして､指

導された通り稽古に励むから強くなるのだそう
です｡一方､自己流だと､ある所までは強くなっ

ても､ ｢引き技｣や｢半身｣になる等､相撲でいう悪い

癖が付いてしまい､後になってから直そうとして
もなかなか直らず､大成しないそうです｡親方

1月の生活目標

の言うことを素直に聞いて稽古に励む子が強く

なるということですo

残念ながら､インタビューのなかで｢整理整頓

のできる子｣の説明はありませんでしたo毎年

大勢の新弟子が入ってくるなかで､寝食を共に

する親方が気付かれたことなので､きっと強く
なった子に共通するのが｢整理整頓のできる子｣

なのでしょう｡

聞いたところによると､美術系の職人の世界
でも､初めは掃除,道具の手入れなどを徹底的

にやるのだそうです｡道具を磨くことは仕事に

向かう心構えをつくりますo清掃は､自分のス
ペースだけでなく､自分たちが使う稽古場全体

を行います｡そうすることが､独りよがりの自

分だけの世界から隣の世界､そして､他の世界
へ繋がり深まりになるのだそうです｡

清掃することで､他を意識できるようになり､

他との繋がり､作品の広がり深まりになるとは
思いもしませんでした｡

こうしてみると｢素直な子｣ ｢整理整頓のできる

子｣は､指導者の教えをしっかり聞き､他とのか

かわりの中で大きく成長していく貴重なキーワ
ードになるのではないでしょうか｡身近なこと､

できるところから取り組み､一人ひとりが大き

く成長してくれることを願っております｡

礼儀正しくしよう　　　　生活指導委員会

三学期は1年間のまとめと進級準備だけでなく､

新しい学年に自分の夢や希望をもって進むための時

です｡そのためにも､相手に思いやりをもち､心を

大きく成長させましょうQ
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｢心をこめたあいさつ｣､ ｢いきいきと

した返事｣､ ｢よい言葉づかい｣を身に付

けて､集団の中でさらに生きいきとし

た時をもてるようにしたいと思います｡



すぎはちの総合は地域と共に

本校の総合的な学習の時間は高円寺の地域と共に学習を展開していく特長があります｡

これには､地域への愛着をさらに高め､将来｢高円寺｣を故郷としていく子供た引こ地域の一員

としての自覚や誇りをもって育って欲しいという願いが込められています｡

3年生r高円寺いきいきプE)ジェクトJ

｢高円寺の街はよい街ですかつ｣と子供たちに聞くと｢いいところち

あるけど､悪いところもある｣と答えました｡｢どんなところがよくな

いの?｣とたずねると｢ゴミが落ちてる｣｢落書きが多い｣などなど｡｢ほ

んとかな?｣ということでまた街へ出かけます｡地域で落書きを無く

そうとしていらっしゃる方に出会し＼お話を聞くなど現在進行中の学習です0

4年生r高円寺エコプJ)ジェクトJ

地球温暖化の問題について勉強している4年生｡自分たちで

もエコライフ(CO2削減アクション月間)に取り組みました｡
｢みんなが取り組んだから､これで地球も安心だね?｣と担任が

揺さ13てるとrだめだよ! ｣rみんながやらないと!｣o　ここから学

習がさらに広がりました｡現在､エコパックをつくって広めよ

うという活動にまで発展しています｡

5年生r再発見!私たちの高円寺阿波踊りJ

杉八はこども阿波踊りの発祥の地ともいわれていますo阿波踊り

のメリットやデメリットを話し合ったうえで､高円寺阿波踊り振興

協会の方々に来ていただき､インタビューをしました｡次々に明か

される阿波踊りの真実o　阿波踊りに対する見方.考え方がどんどん

変わっていきました｡さらに､自分たちが調べたいこと･できるこ

となどを探して学習は広がっています｡

6年生rマイドJJ-ムJ

高円寺と言えば商店街｡数年前から杉八では地域の商店にお願いを

して職場体験を実施しています｡ただ体験してくるだけではありません｡
｢働くとは何か?｣という問いをもって体験から学びます｡また､たく

さんのゲストティーチヤーからお話をいただき､職業観を高めていま

す｡｢私も将来､自分に合った職業をみつけたい.幸いことがあっても

頑張って夢を実現させたい｣地域の力でこんな子が育っています｡

あいさつ運動1月27日(金)～2月3日(金)

今年もr地域とともにあいさつ運動｣を行いますo　この運動は､小中一貫も目的の-つとして､高円

寺中学校､高南中学校､杉並第三小学校､杉並第四小学校､杉並第十小学校の6校の学区域におい

て､同じ期間に一斉に行うものですo　この運動は､学校､家庭､地域が一つのコミュニティ-となっ

て､共に地域の子どもたちを育てていこうという趣旨のもとに行います｡

あいさつは､常日頃から行っていることとは存じますが､特にこの期問には､子どもを送り出す際

に一歩家の外まで出ていただいて､行き交う児童や生徒にもあいさつをしたり､児童の登下校の時刻

に合わせて買い物などの外出をしていただいて､あいさつを交わす機会を増やしてもらえるとありが

たいです｡
｢あいさつ運動｣に向けて､代表委員会でも集会活動を通して呼びかけ､進んで挨拶ができるよう指

導していきますので､ご協力をお願いいたします｡
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まち大すき(生活科)-2年生～盛監
生活科の学習で､高円寺のまちについて嗣べましたoまず｢高円寺はどんなまちかo｣と質問すると､子供か

ら｢人や車が多いo｣､ ｢いい店が多い.｣､ ｢阿波踊りが有名o｣､ ｢畑や田んぼが少ないo｣などが出されました｡ ｢い

い店とは､どんな店ですか｡｣と尋ねると､ ｢○○は買うとシールをくれて､それを集めると〇〇円として使える｡｣

｢商店街の00でおかずを買うけど､おいしい｡｣など事細かに話をしてくれました｡では､実際に自分の目で

確かめてみようと町探検に出かけると､公園近くのポイ捨てされたごみの多さにびっくりしていました｡商店街

のきれいさとは大違いですQそして商店街に入っているお店の多さにも驚きましたoそこで学校支援本部にお願

いをして､宝扇会の方たちと商店街から谷さんに来校していただきお話を伺いましたD　その一部を紹介します｡

報会の方地へのインタビューをしで･ ･

1 6人くらいでそうじをしていま

す.午後2時から3時くらいにおそ

うじをしています｡ (寺島未来)

宝扇会の人たちは､町が好きだか

らおそうじをしています｡また､パ

トロールをしながら子供達をまも

っているそうですb (栄花向日葵)

はっばが落ちる頃は1 0袋､ふつ

うの時で2袋のごみをお掃除しま

すo (水島ジュリマイ)

中央公園にごみがいっぱい

落ちています｡ (大河原啓悟)

公園から4丁目､ 5丁目ま

でお掃除をしています｡お掃

除の他に挑園川縁道や幼児

公園にお花を植えています｡

(ベイツ明璃)

掃除で使うものは欝とちり

とりの他に金ばさみ､ごみ袋

です｡ (中島湿士)

悪い人がいなくなる色で､

梶棒が逃げる色だからグリー

ンのベストを着ています｡

(高橋知新)

週に1､ 2回パトロールを

しながらおそうじをしていま

す｡月に1回大掃除をします｡

(何森広)

3年半くらいお掃除をして

います｡ (鈴木大渡)

きれいな町には悪い人は来ないという言葉に驚いた子供たちでした｡自分も公圃をきれいにしようという声も

出てきました｡

/tJ摘舗沓さんにインタビュヰし7-

パル商店街では､お店の人が朝

8時から10時くらいにおそう

じをしているそうです｡宝扇会の

人たちは公園などのそうじをし

ています｡ (斉藤粟生､下坪夏希)

パル商店街では､阿波おどり､高

円寺フェス､高円寺びっくり大道

芸､すぎなみなみすけ商品券､イル

ミネーションなどのイベントをし

ています｡ (末川絵新香､外川りの)

パル商店街で一番古いお店は

｢秀月｣というお蕎麦屋さんで､

大正5年にできました｡谷さんか

らいただいた地図を見ると､ヴィ

レッジヴァンガードの近くにある

ことが分かりました｡

(遠藤伊織､佐々木智光)

トリアノンはフランスの王妃

の好きな建物から名前をもらっ

たそうですo (安東桂)

パル商店街にもごみが

落ちていて､たばこや空

き缶があるそうです｡火

のついたたばこが落ちて

いる時もあるそうですC

(木村一輝､牧野美括)

パル商店街で人気のお店

は､毎年同じではなく年に

よってちがうそうです｡

(服部璃子)

お店の方がお掃除をしているから､パル商店街がきれいであること､歴史のあるお店や新しいお店､楽しいイ

ベントがあるからパル商店街が人気であることが分かりました｡
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書初め展-冬休み中も､練習したことと思いますが､新学期　(下校時刻)

に入って書いた書初めを展示しますo今年度から､

西校舎3階の廊下に一堂に展示することにしまし

た｡ぜひ､ご覧ください｡

あいさつ週間-今年もあいさつ週間を行います｡朝や

下校時に進んであいさつできるように

指導していますので､ご家庭でもご協

力をお願い致します｡
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