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地 域 に 学 ぶ

学校では、アジサィの花がきれいに咲く頃となりま

した。梅雨の時期の雨は、うっとうしいと思いがちです
が、植物にとっては大切なものです。子供たちにとっ

ても、育てている朝顔やトマトなどの生長の発見につ

ながるよいチャンスです。

6月 18日 からは、水泳指導が始まりました。天候が

安定せず、できたりできなかったりですが、9月 のプニ

ル納めまで、安全第一で指導してまいります。
6月 2日 に実施した運動会には、大勢の来賓・保護

者・地域の皆様に来校していただき、子供たちに温

かい拍手をいただきました。ぉかげさまで成功裏に終
えることができました。ありがとうございました。

先日、3年生が地域の方をグストティーチャーに招
いて、昔の西荻窪についての学習をしました。昔は、
今よりもつと商店が多く賑やかだったことや、敷地の

広い家が多くてよく庭で遊んだこと、そよかぜ通りから

南側は家がほとんどなくて畑ばかりだったことなど、大

人が聞いても興味深いことをたくさん教えていただき
ました。子供たちは、感心したり不思議がったりと、多

くのことを学びました。
｀
普段は教科書を用いて学習を進めていますが、地

域の方から、体験されてきたことを伺ったことは、特別
の学びがあります。今の自分の暮らしと比べたり、音
の生活を想像したりして、発見とともに生活を想像で

きる素晴らしさがあります。

地域の方の話を聞いていて、音の子供は、日常の

生活の中で多くのことを体験していたことを改めて感
じました。例えば、家の手伝いを見ても、庭を掃いたり、

買い物や掃除を手伝ったりと、子供にも多くの仕事が

任されていました。買物について見てみると、音は、

肉は肉屋、魚は魚屋、野菜は人百屋のように、買う品

物によって行く店を変えることが普通でした。今でも

同じような買い方はできますが、昔と同様にされてい

る方は少ないのではないでしょうか。現在は、ワンスト

ップで買い物のできるスーパーマーケットを利用する

方もいます。スーパーマーケットでは、店を出るまで

誰とも話をすずに買い物ができます。しかし、それぞ

れの店で買う時には、店の人と会話をする必要があり
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ます。例えば、肉屋では「○○の肉を○○グラムくだ

さい。」、魚屋では「この魚を三枚に下ろしてください。」
など、目的の品物を手に入れるには店員とのコミュニ

ケーションが欠かせません。昔の子供は、親にお使
いを頼まれると、必然的に店員とのコミュニケーション

をすることになり、この繰り返しが、子供にとって大い

なる学習の機会になっていました。他の店でも、鮮度
の見分け方を学んだり、現金の授受が算数の実地学
習にもなったりしたことでしょう。

便利な現代だからこそ、大人は子供がコミュニケー

ションをとる機会をつくっていく必要があります。人は
周囲に支えられて生きていきます。子供の頃から日

常のコミュニケーションを豊かにして、社会での生き
方を学んでいくことがますます重要になっていきます。
今後も、子供にとって大切なことを、学校と御家庭

とで共有し、ともに手を携えて子供たちの教育を進め
ていきたいと考えています。よろしくお願いします。

休み中に行う主な学習環境の整備
○ エアコン設置…。4年 2組 (昨年度資料室だったた

めエアコン未設置)にエアコンを設置し、学習環境
の改善を図ります。図工室と家庭科室には秋以降
に設置予定です。

○ 教室の床のリニューアル・"床を削り直して表面を

きれいにします。4年計画の4年 目で、2階の3教
室を実施します。

一― 平成30年度学校運営協議会委員 ―一
今年度のCS(地域運営学校)を支える学運営協議会委

員は次の方々です。よろしくお願いいたします。

綾部晋策様 (運営協議会会長)、 小林義雄様(前 西荻窪
商店会連合会会長)、 山蔦祐司様(西荻南中央会長)(吉澤
史子様(たから幼稚園長)、 島田法子様(主任児童委員)、 牧
野光治様(高 四小震災救援所会長)、 多々納誠子様(青少年
委員)、 杉原明子様(PTA会長)

なお、学校運営協議会はどなたでも参観が可能です。学
校だよりの毎月の行事予定に日程が掲載されています。

～ん 夏休み学校閉庁のお知らせ ～～
夏休み中の 8月 13日 (月 )～ 15日 (水)に学校閉庁を試

行すします。この期間は土日と同じく日直がおりません。
また、校舎内にも入れませんので御承知おきください。



7の生活 目標

生活指導委員会

～後始末をきちんとしよう
～

暑い日が続いています。学校では水泳の授

業が始まりました。着替えの際に友達のもの

と間違えることの無いよう自分の荷物をき

ちんとまとめるよう指導しています。水泳の

授業以外にも学習用具や掃除用具などをき

ちんと片づけをし、落ち着いて学習に取り組

み安全に学校生活を送れるように声をかけ

ていきます。御家庭でも、持ち物に記名をす

るなどお声掛けをお願いいたします。

学期末が近づいてきました。学校に置いて

ある物を少 しずつ持ち帰 らせていきますの

で、色鉛筆やのりなど、減つているものがあ

りましたら、2学期までに補充をお願いいた

します。

健康診断 を終 えて

保健主任

健康診断実施にあたり、提出物や事前の準

備等、御協力ありがとうございました。健康

診断中に「最近○○が痛いことがあります。」

とか 「○○を治療中で、病院に行っていま

す。」など自分の体の状況をきちんと伝える

児童の姿がありました。自分の体のことを分

かつていてそれを伝えることができ素晴 ら

しいと感 じました。健康診断は病気の早期発

見だけではなく、成長の様子や自分の体につ

いて知る大切な機会でもあります。

健康診断の結果を受け、御家庭でも、成長

の様子や健康に過 ごすための生活習慣の見

直しなどぜひお子さんとお話 しください。ま

た、何か異常や疾病の疑いがあつた場合は早

めに受診をお願いします。

2年生のようす

2年生担任

高四小に入学して 1年が過ぎ、自分ででき

ることが増えた 2年生。学校生活においても

行動に自信が感じられるようになり、学習や

生活など様々な活動に「やってみよう」と意

欲的にチャレンジしています。

生活科の学習では、1年生に学校を案内した

り、公園の使い方を教えたりと優しいお兄さ

ん、お姉さんがりを発揮しており、上級生と

しての自覚が育ってきています。また、グッ

ピーやザリガニの世話、ミニ トマ トやさつま

いもの水やりを行うことを通して、生き物を

大切に育てる気持ちも培つています。生き

物、友達、そして自分を大切にできる子供た

ちに成長してほしいと期待しています。

教育相談について

'  特別支援教育コーディネータ=

勉強のこと、友達関係のこと、心の様子な

ど、保護者の方々はお子さんのことでは悩み

が尽きないことでしょう。でも、「本目談する

のはちょっと…」と、躊躇する方もいらつし

ゃるでしょう。相談は、すぐに結果や効果を

求めるものではなく、レッテルを貼るもので

もなく、大切な子供たちの成長の「見守り隊」

「サポーターJを増やすものだと思います。

困つた時は、大人たちが知恵を出し合つてそ

れぞれの役割で有効な手立てを考え、子供の

成長が見られた時は、みんなで喜び合 う。相

談は、その出発点になるものだと思います。

高四小では、皆様一人一人に寄り添い、相

談にあたらせていただきます。

学校における留守番電話設置・運用のお知 らせ

今年 3月 発行の杉並区教育報 228号に掲載の通り、平成 30年 7月 1日 から18:30か ら翌 7:30ま での

間、留守番電話 (自 動応答メッセージ)に切り替わります。区内全校統一タイマー設定になります。御理
解のほどよろしくお願いいたします。



饉           」水道キャラバン)(ヤ ゴ救出・ 自車

4年 1組                      4年 2組

○自転車安全教室では、一人で自転車に乗れるよう安  ○移動プラネタリウムでは、いろいろな種類の星座が
全な乗 り方を知 りました。               あることを知 りました。

○水道キャラバンでは、きれいな水にするのが大変な  ○自転車安全教室では、「人に気づいてもらうのが大切
んだと初めて知 りました。              だ」と知 りました。

○水道キャラバンでは、地球全体で使える水の量は少  ○水道キャラバンでは、世界にはきれいな水を飲めな
ないので、大切に使お うと思いました。         い人々がいることを知 りました。

○自転車安全教室では、マナーを大切にしないと事件  ○自転車安全教室では、「右 。左・右 。後ろ」を見て出
や事故が起きると学びました。            発することが大事だと知 りました。

○水道キャラバンでは、水道水を作るためにたくさん  ○ヤゴ救出作戦では、3,4年生のグループをまとめる
の人が関わつていることが分かりました。        ことが大変でした。

○移動プラネタリウムの授業では、初めて夏の大三角  ○移動プラネタリウムでは、北の空は北極星を中心に
を知 りました。                    動いていることを知 りました。

○ヤゴ救出大作戦では、ヤンマ型のャゴを取れなかつ  ○水道キャラバンでは、地球全体の水のうち0.01%
たのが残念でした。                  しか使えないことを知 りました。

○水道キャラバンでは、飲み水がどうやってできるの  ○ヤゴ救出作戦では、小さな生き物の命も大切だとい

か、くわしく教えてもらいました。           うことを知 りました。
○移動プラネタリウムでは、デネブが自鳥座の星だと  ○水道キャラバンでは、おいしい水を作るのにはたく

初めて知 りました。                  さんの人々が関わつていることを知 りました。
○移動プラネタリウムでは、星と月と太陽の動きが同  ○自転車安全教室では、自転車のルールを知つたので、

じだということを知 りました。             気をつけて乗 りたいです。
○水道キャラバンでは、水をきれいにする機械を見て  ○ヤゴ救出作戦では、 3年生にヤゴについて教えるの

学ぶことができました。               が難 しかったです。
○水道キャラバンでは、使える水の量は限られている  ○水道キャラバンでは、川の水が飲み水になるまで 8

ので、大事に使お うと思いました。           時間かかることを知 りました。
○自転車安全教室では、ガタガタ道が難 しかつたです。  ○水道キャラバンでは、飲み水になるまでにはたくさ

安全な乗 り方を知ることができました。         んの仕組みや人がいることを知 りました。
○水道キャラバンでは、汚れている水の中にある有機  ○自転車安全教室では、安全に乗るためには自転車の

物を消していることが分かりました。          点検が大切なことを知 りました。
○自転車安全教室が楽 しかったです。         ○移動プラネタリウムでは、北極星は時間がたつても
○水道キャラバンでは、水がどのようにして家の水道   動かないことを知 りました。

まで来ているのか学習しました。          ○移動プラネタリウムでは、北極星は動かないこと知

○移動プラネタリウムでは、ベガやアルタイルなどの   り、一番遠い星座はどこかと思いました。
星を見ながら学習することができました。      ○移動プラネタリウムでは、星の動き方や色がよくわ

○移動プラネタリウムでは、星や太陽の動きを知るこ   かりました。
とができました。          ~      ○ヤゴ救出作戦では、 3年生の気持ちを考え優 しく接

○移動プラネタリウムでは、星の映像を見て学習する   することを頑張りました。
ことができました。                ○移動プラネタリウムでは、 3年生で学習 したことを

○自転車安全教室では、ガタガタ道くねくね道が難 し   復習 し、 4年生の予習ができました。
いけれど、最後までできて嬉 しかつたです。      ○自転車安全教室では、自転車は危険な乗 り物だと分

○水道キャラバンでは、水がどうやってきれいになつ   かつたのでルニルを守うて乗 りたいです。
ているか知ることができました。          ○自転車安全教室では、自転車の危なさを知つたので

○自転車安全教室では、注意 して乗らなければ自転車   これからは気をつけて乗 りたいです。
は危険だと分かつてよかったです。         ○ヤゴ救出作戦では、ゲス トティーチャーと一緒に生

○ヤゴ救出大作戦では、 3年生の時にできなかつたの   き物の大切さを知ることができました。
で、初めてできて楽しかつたです。         ○水道キャラバンでは、水道の水がとても大切なんだ

○水道キャラバンでは、きれいな水を作る実験をする   なということを知 りました。
ことができました。

○水道キャラバンでは、微生物が有機物を食べて水を

きれいにすることが分かりました。



7月 の行事と給食献立予定
行事予定 朝遊び 遊ぼう会 校庭開放 日

ｒ

Ｐ 食献立表
【開】 1 日

全校朝会 委員会活動 月 霧F雄 生とギ更ぶり札きびなごのから
"言葉の時間 こころの劇場 (6年)SC 【朝】 火

メキシカンライス、ビシソヮーズ、
フライ ドベジ

/1N中一貫研修会のため午前授業 【朝】 【開】 4 水
麦ごはん、自身魚の梅焼き、

~~~~~~
もずく入り野菜スープ、茄子のそばろ妙め

朝学習 都学力調査 (5年 ) 【遊】 木
麦ごはん、チキン南蛮、冷汁、
茄で野菜のレモン ドレッシング

安全指導 【遊】 6 金 あなごちらし、七夕汁、お星さまゼリー

【B時程】土曜授業 【開】 土

【開】 8 日

全校朝会 クラブ活動 9 月

麦ごはん、かみかみふ りかけ、
油揚げの春巻き、

冬ハスープ、かぶと胡瓜の華風和え

朝学習  【午後B時程】保護者会 (1・ 2年)SC 【朝】 10 火 窯tとな意哲ビ3ど
ん、野菜のビまあえ、

【朝】 【開】 水
麦ごはん、かばちゃコロッケ、豆腐とわかめのみそ
汁、胡瓜の土佐和え

児童集会  【午後B時程】
生活習慣病予防検診保護者説明会 (4年 )

保護者会 (3・ 4年 )

【遊】 12 木
元気ごはん、いわしの和風ピカタ、
白いんげんと野菜のスープ、スイカ

朝学習 【午後B時程】保護者会(5・ 6年 ) 【遊】 金
麦ごはん、バンバンジー、ビ早フンスープ、
スパイシーポテ ト、茄で枝豆

【開】 14 土 ◎19日 以外、毎日牛手Lがつきます
◎都合により献立が変更になる場合があります

【開】 日

海の日 【開】 月

全校朝会 SC CS(学校運営協議会) 17 火
青椒肉絲ライス、レタスとコーンのスニ~/:

豆もやしのナムル、お日様ゼリー

【開】 18 水 いわしのかばやき丼、むらくも汁、野菜煮物
セーフティ教室 給食終 【午後B時程】大掃除 【遊】 19 木 リザープ給食

【B時程】終業式 4校時終了後下校 【開】 20 金

夏季休業日開始 ラジオ体操開始 (校庭・体育館) 【開】 土

【開】 22 日 ◆図書館開館(プール期間中)

9:00～ 12:00(予 定)夏季休業日始 夏季水泳指導 高→低→中
夏季パワーアップ教室始 【開】 23 月

〃   低→中→高 (検定) 【開】 24 火

〃   中→高ら低
夏季パワーアップ教室 (1～ 4年)終

【開】 水

〃   高→低→中 【開】 26 木

〃   低→中→高
夏季パワーアップ教室 (5・ 6年)終 ラジオ体操終 【開】 金

【開】 28 土

【開】 29 日

〃    中→高→低 【開】 30 月

〃   高→低｀中 【開】 火

【朝】「朝遊び」8:00～ 8:10

【遊】「遊ぼう会」15145～ 17100

【開】「校庭開放」13:00～ 17100

SC スクールカウンセラー来校日 7/3(火 )、 10(火 )、 17(火 )

CS 学校運営協議会

暮ハ
時間変更のある校庭開放

7/7(土)13:30～ 、7/11(水)14:30～ 、7/16(月 )9:00～

7/18(水 )14:30～ 、7/20(金 )13:30～

夏季休業中の校庭開放 13:00～ 17:00

7/21(土 )～8/5(日 )、 8/20(月 )～8/22(水 )、 8/26(日 )～8/28(火 )

*8/29(水 )13:30～ 17:00


