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「ありがとう」と「ごめんなさい」

猛暑が去 り、ようやく涼しセヽ日が続 くように

なりました。勉強の秋、文化の秋、スポーツの

秋…と、何をするにも充実した活動のできる頃

です。涼 しい教室で学習に落ち着いて取 り組み、

休み時間には元気いっぱい友達と遊ぶ子供の姿

は、見ていてとても気持ちのよいものです。

10月 は充実の月です。6日 には、たてわり班

活動で行 う「高四まつ り」があり、月の後半に

なると、11月 の学芸会に向けて、各学年でさま

ざまな練習が始まる予定です。高学年の子供た

ちは、15日 からの弓ヶ浜移動教室に向けての準

備も始まっています。

どの活動も、集団で仲良く過ごすには、自分

のことはもちろんですが、一緒に過ごす友達ヘ

の様々な心遣いが必要になつてきます。それぞ

れの活動を通して多くのことを学んでいくこと

を期待 しています。

子供たちは、日頃から学校で多くの人の助け

をいただいて生活 しています。それは、家庭で

もまつたく同じです。学校では、助けてもらつ

たときや手伝つてもらつた時に、感謝の気持ち

を表す「ありがとう。」を相手にきちんと届くよ

うに伝えるよう、機会あるごとに話題にしてい

ます。子供は「ありがとう。」は言えますが、実

は、伝えたつもりでも、その気持ちは相手には

十分伝わつていないことがよくあります。

それは、なぜなのでしょうか。言つただけで

満足するのではなく、確実に相手に気持ちを届

けること、相互にコミュニケーションをとるこ

とで、初めて相手に気持ちが届 くのではないか

と、私は考えています。

校 長  細 川 猛 彦

子供によっては、初めは形から入ることもあ

ります。自分の気持ちを相手に伝えるには、

① 相手を見て

② 相手に伝わる声で

③ 相手に伝わる内容で

話すことが大切だといえます。時には、大人が

手本を示すことも有効です。そして、伝えられ

た人も「確かに気持ちが伝わつたよ」とい う反

応をする。両者がそれぞれの役割を果たすこと

で、気持ちが確実に伝わつていきます。それは

「ごめんなさい」と謝る言葉を言 うことができ

る子供を育てることにもつながっていきます。
「自分は、日頃から、多くの人に支えてもら

つている」という気持ちをもてるよう、学校で

も家庭でも子供たちに指導を繰 り返 していき、
「ありがとう」「ごめんなさい」「どういたしま

して」とい う気持ちを豊かにもち、表現できる

子供を育ててまいりましょう。

子供ですから、失敗もたくさんします。そん

な時、「正直であること」「真面日であること」

が大切です。失敗 したことをきちんと言えるこ

と、次にどこをどう改善していくのかを考え行

動に移 していくことが、失敗を失敗で終わらせ

ず、次への成功の源へとつなげられるのです。

「要領よくその場を乗 り切ればよい」と考える

ことがあるかもしれませんが、その場 しのぎの

行動は、長い日で見ると大きなマイナスです。

そんな時こそ、大人が子供に、正 しく取 り組む

ことの大切さを教えるチャンスです。

「ありがとう」「ごめんなさい」がきちんと言

える子供は、人から信頼される大人に成長 して

いくことは間違いないと確信 しています。



10月 の生活 目標   生活指導委 員会

～落 ち着 いて学習 しよ う～

厳 しい残暑から始まつた 2学期も、朝夕は、

すつかり涼しくなり
｀
、周囲の景色にも秋の装

いが日につく季節となりました。読書の秋、

スポーツの秋、芸術の秋と何をするにも過ご

しやすく落ち着いて取り組める時期です。

学校では、「話す人をしつか り見て、聞き

上手になる」『学習の準備をしつか りする」

「廊下の歩行に気をつけるJ「時FE5を意識 し

て行動する」など学校生活や学習の基本的な

部分について振 り返 り、一つ一つをきちんと

身につけ、習慣化できるように取り組んでい

きます。

御家庭でも『学校からの配布物の確認』『時

間割に合わせた持ち物の準備』『毎日鉛筆を

削る』といつた学習の準備を整えて登校でき

るように、御協力をよろしくお願いします。

総合的な学習 につ いて

総合担 当

総合的な学習の時間では、横断的・総合的

な学習や探究的な学習を通 して、自ら課題を

見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、よりよく問題を解決する資質や能力を育

成するとともに、学び方やものの考え方を身

に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創

造的、協同的に取 り組む態度を育て、自己の

生き方を考えることができるようにすること

を目標としています。

本校では、書籍やコンピューターを活用 し

た調べ学習、グス トティーチャーを招いて体

験的な活動を行 うことで、“主体的"に課題を

発見したり、学習に取り組んだりすることが

でき、生きる力を育めるような授業を日々、

考えています。

高四まつ りにむ けて

特別活動部

10月 6日 (土)に 「高四まつり」を行いま

す。この行事のめあては、 2つあります。

O縦割り班で、異学年の友達と協働 し、児

童が自分たちの力で工夫しながら、楽しく

活動する。

O他の班の友達とも交流しながら、楽しく

活動する。

異なる学年の児童が同じ目標に向かつて協

力し合い、工夫をこらした「高四まつり」を作

り上げてくれることと思います。今は、たてわ

り班の班長を中心に、出し物やそれぞれの役割

を相談して準備を進めています。当日は御来校

いただき、子供たちと一緒にお祭 りを楽しんで

いただければ幸いです。

ボウリングを行 う班では、ペットボ トルを集

めています。御協力よろしくお願いします !

連合運動会 について

6年担任

杉並区では、近隣の小学校の 6年生が 1つ

の会場に集まって、連合運動会を行つていま

す。本校は、5分区の 7校 (高井戸第四小、

荻窪小、高井戸小、高井戸第二小、松庵小、

富士見丘小、久我山小)で、行います。今年

度は、10月 29日 (月 )に高二小にて開催 さ

れます。【予備 日 :10月 30日 (火 )】 全員が

出場する 100m走 と長縄跳び、代表選手が出

場する 800m走、走り幅眺び、走り高眺び、

リレーの競技が行われます。他校の子供たち

と競い合いを通じて、自己の体力の向上や仲

間と助け合 うことの大切 さを学ぶことがで

きるよい機会です。行事が続いて忙しい時期

ですが、仲間と協力 して小学校生活の素敵な

思い出の一つとなるよう指導 していきます。



3年 1組

○おばけやしきのしんばんでしっかり見る !

01ぱんで、迷路になりました。せんでんになったので、大

きな声でがんばりま丸

○みんなで協力して、お客さんにたくさん来てもらうように

がんばる ! !

○はつきり、声を出して、せつ明をする。

○はんで協力して仲良くなる。

○ぼくががんばることは、お客さんをたくさんよぶことで

丸

○色々な学年と仲よくなってきょう力してがんばる !!

○楽しく安全に元気よくやりたし、

01年生や他学年とかかわりたいです。みんなと仲よくした

いです。

○お客さんに楽しんでもらえるようにがんばりたし、

○たくさんたてわり班で手つだいをしたし、

○みんなと協力して、お客さんがわすれられない高四まつり

にしたい。

○私は高四まつりで、お客さんがたくさん来てくれるように

がんばります。

○ほかの学年と協力してお店をせいこうさせたし、

○ボウリングのピン直しをがんばって、いろんな学年と協力

する。

○体育館でおばけやしきをします。他学年と協力してがんば

りたいです。

○みんなのたてわり班は、クイズ迷路です。みんなが楽しめ

るようにします !

○ぼくはもぐらたたきをするので、もぐらをたたかれないよ

うにしたいです。

○せんでんをやるので、いろんな人にきてもらえるようにが

んばりたし、

○お客さんを楽しませて「楽しいな、また行きたいな。」と

思つてもらいたし、

○お客さんが楽しめるように。みんなの顔に笑顔がのこるよ

うに。 うれしい祭り。

○お客さんが楽しくうれしくできるようにがんばる。

○たのしく、なかよく、にこにこする。

○ぼくはたからさがしになりました なかよくがんばる!!

○みんなと協力してお客さんにたくさんきてもらえるよう

にカシ酬ぎる。

3年生「高口春つ BI』 てがん膠ιIた いここ

3年 2組

○高四まつりでがんばりたいことは、きょう力してたのし

くせいこうさせる事です。

○せんでんで、なるべくはつきりお客さんにつたわるよう
にしたいです。

○ぼくは、高四まつりでみんなが楽しめるようなくふうを

したいです。

○ぼくは、高四まつりでがんばりたいことは、みんなとけ

んかなしで楽しく過ごすことです。

○高四まつりでみんなが楽しめるように、かかりをがんば
つてやりたいです。

○みんなと協力して、おきゃくさん、高四の人が楽しめる、

たかしまつり !

○どうしたら来てくれたおきゃくさんがよろこんでくれ

るかを考えたいで九

〇私が、高四まつりで、がんばりたいことは、みんなとき

ょう力する事です。

○力を合わせてみんな楽しませてあげたいです。

○たのしくきょうりょくしてスッキリとおわらせたいで

丸

○高四まつりでいろいろな学年となかよくなりたいです。

○自分のしごとを体まないでしっかりきちんとやるのを

がんばりたいです。

○ぼくは、みんなとおばけやしきで、がんばってみんなを

こわがらせたいです。

○みんなをまとめられるようにがんばります。

○たかしまつりでがんばりたい事は「6年生を苦労させた

くないこと」です。

○わたしは、楽しく、仲よく、安全にできるといいと思い

ます。

01年生から6年生までくいのない楽しい高四まつりにし

よう。

○楽しく、え顔で安全でできる高四まつりにしたし、

○みんなと楽しくきょう力し合い、おきゃくさんを楽しま

せる。

○わたしは高四まつりで、みんながたのしめるように、係
の仕事をがんばりたいです。

○みんなをえがおにしたし、

○たのしくて、みんながわらつて家に帰つたらたのしかっ

たねといってほしいです。

○高四まつりで、ほかの学年となかよくなって友だちをふ

やしたいです。

○ぼくは、ほかの友だちとなかよくして、ぜんいんで楽し

みたいです。

○みんなと協力し、おきゃくさんにたのしくしてもらえる

ような高四まつり !

○高四まつりが初めてなので、みんなについていって、ち

ゃんとやりたいです。



10月 の行事と給食献立予定

麦ごはん、魚のパーベキュー
ひじきスープ、ごぼうサラダ
シーフードクリームライス、
本橋さんの栗

|ライス、 、フル ー

つみれ汁、大根の梅おかかあえ

ンク

パンナコッタブルーベリーソース

小松菜チャーハン、飛
糸寒天のレモン酢あえ

はん、ほっけ
大根と小松菜のみそ 野菜のごまあえ

、のっべ し

ほうれん草のお浸し、ラフランスゼリー

五色煮

ロッケ、

ターメリックライス、ナン、ジョア、
茄で野菜のみそドレッシング

豆入リキーマ

、り発きし
きびのつみ菜汁、果物

―リックライス、
レンズ豆のスープ

具だくさんみそ汁、抹茶大豆

:ごはん、 ン、ビーフンスー

りっちゃんサラダ

、フル ーツ

、じゃ
ほうれん草のいそ和え

ンライス、
ビーンズサラダ

【朝】 モド」8:00-8:10 SCスクールカウンセラー来校 日

【遊】「遊ぼう会」15:45～ 17:00

25日 (本)就学時検診のため、「遊ぼう会」なし

【開】「校庭開放」(水)14:30～ 17:00(土 。日)13:00～ 17:00

じのスー

【開】
9:00-

委員会活動 SC

【開】
13:30-

*牛乳は、6。 17日 以外でつきます。

連合運動会(6年)のため3校時まで授業
※延期の場合5校時まで

10/2(火 )10/16(火 )10/23(火)10/30(火 )

CS学校運営協議会 10/23(火)1430～

1日 (月 )8日 (月 )9日 (火)9:00～ 、3日 (水)13:30～ 、6日 (土)14:30～ 、21日 (日 )「西荻南こどもまつり」のため、「校庭開放」なし


