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♪ミニミニクッキング ♪
寒い冬にオススメ！『シシャモ鍋』
ホクホク柔らかな身、上品な味わいのだし、戻し不要で丸ごと
食べられるシシャモは干物鍋の主役。
《材料》
（４人分）
子持ちシシャモ…８〜１２尾／つみれ（好みのもので可）…８〜１２個
舞茸…１パック／にんじん…１本／レタス…１玉／木綿豆腐…１丁
鶏スープ（顆粒などの鶏ガラスープの素を表示通りに溶いたもの）…適量
ご飯…適量／香菜（長さ２㎝に切る）…適量／サラダ油…適量
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《作り方》
① シシャモは焼き網にのせて軽く焼き色がつくまで両面を焼く。
（シシャモは焼くだけで大丈夫）
② 舞茸は大きめの一口大に裂く。 たっぷりの油を１
９０℃に熱し、
香りが立ち、色づくまで素揚げにする。
③ にんじんは洗って皮ごと細めの乱切りにし、軽く下ゆでする。
レタスは一枚ずつはがす。 豆腐は水切りして縦半分に切り、
２㎝幅に切る。
④ 土鍋の７〜８分目まで鶏スープを入れて中火にかける。 沸い
たら、具材を適宜加えて、好みのたれで食べる。
（レタスはしゃぶしゃぶするだけ）

『街のたより』第１２９回

教育に新聞を！ 〜大松台小学校のＮＩＥの取組から〜

☆ 締めはこれ！ ご飯に香菜をのせ、残ったスープをかけて、
好みのたれをかけよう♪
※具材は好みのもので大丈夫。 身が崩れやすいシシャモは
少しずつ加えて…。 レタスもくぐらせる程度で…。

dancyuより

モモちゃん
（７歳）女の子

ナナちゃん
（13才）女の子

人気もの

４度の手術でも︑元気で
ポジティブで人懐っこい性格 ︒
食べることがなによりも好き！

遊ぶのが好きで性格は甘えん坊 ︒
怖がりでいつもナナちゃんの後に隠れ
ている︒でも慣れれば人懐っこい︒

わたしたちは

大松台小学校は、東京都言語能力推進事業指
定校として、学校図書館や新聞の活用をとおして
言語能力の向上を図る研究を進めています。
「新聞は良質な情報の宝庫であり、新聞を読み、
考えることが社会の中で主体的に生きる力を育成
することにつながる」
と考え、全学年で新聞記者派
遣授業を計画し、その第１回が７月３日に実施され
ました。６年生を対象に「新聞記者になろう」
という
テーマで交通事故の模擬会見を行い、子どもたち
が新聞記事を作成しました。 新聞記者も驚くほど
「一つ一つの事実にこだわった鋭い質問」が出され
ました。 その後、東日本大震災の学習をきっかけ
に、
６年生のある児童は福島県に５日間程滞在し、
避難所をはじめ様々な人々に取材し、その内容を
自由研究として壁新聞にまとめました。 そして、
風評被害のことも紹介しながら
「震災のことを忘れ
ないようにしたい。 自分たちにできることをやって
いきたい。」
と発表しました。
ＮＩＥの学習が、新たな課題に向け主体的に取り
組む子どもの姿につながっています。
今後、大松台小学校では、新聞活用の学年別重点
目標を設定して全校で取り組むとともに、校内で
新聞を継続的に活用していき、その成果を多摩市
内小中学校にも広げていく予定です。

ＮＩＥとは…
Newspaper in Educationの略。
学校教育の中で新聞を教材として活用することです。
新学習指導要領において思考力・判断力・表現力や
言語活動の充実が重視される中、教材としての新聞
が着目されています。
（教育委員会だより より）

多摩市立

大松台小学校

読み、考え、
考え、伝える力を育てよう
伝える力を育てよう
読み、
２月１日（金）１１：００〜受付 どなたでもご参加いただけます！
BS-TBS
「ニュース少年探偵団」
でおなじみの２人が、
言葉と活字で
それぞれの専門分野で、
相手に考えを伝える極意をお話いたします。
TBSアナウンサー
小林 豊氏

日程

１１：２５〜 「文学作品を使った授業」
〜図書指導のあり方を探って〜

１３：０５〜 「新聞を使った授業」
〜これからのNIEのあり方を探って〜

１
４：０５〜 研究発表、講演、他
平成２４・２５・２６年度 東京都言語能力向上推進校指定
多摩市教育委員会教育長 清水 哲也
多摩市立大松台小学校
多摩市立大松台小学校長 篠田 正春
多摩市鶴牧 ６-４ TEL０４２-３３７-４０１０

この印で半 分にすると︑
ＦＡＸを 送るのにちょうど良いＡ４サイズになります ︒

第1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

１枚希望

１枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１枚希望

http://www.sawayaka-mail.com/
★「アサウェブタマ」
で検索！★

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

＊応募締切り
ハガキ：１月２９日 ㈫ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：１月２９日 ㈫ 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット１組は２枚です。１枚のみをご希望の方は１枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

〠 206-0033
お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリーFAX0800-800-3154

検索

毎日新聞 足長おじさん

多摩・大松台小 地域の有志が寄付

地域住民や学校関係者らによるカンパで全１７学級に毎日小学生新聞が１部ずつ
配られている大松台小学校で１
０月２９日、新聞購読券の授与式がありました。

⇧ＡＳＡ多摩センターの店長 冨田も参加

チャットボード
みん な 、待ってた

、

ベスト・オブ・サザエさん。
朝日新聞出版創立５周年記念

よりぬき

サザエさん

全１３巻
本体 各１０００円
（＋税）

こんな時代だから、一家に一冊、サザエさん。
大切な方への プレゼントにも最適です。

《応募方法》
■応募用紙に記入し、
ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・携帯電話（ 一部ご利用になれない機種があり
ますのでご了承下さい。) からはWeb会員に登録の上、
お申込み下さい。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！

「文章で分かり
やすく伝える」

全学年公開授業

復刊決定！

プレゼント応募用紙

毎日小学生新聞 編集長
森 忠彦氏

「言葉で分かり
やすく伝える」

教室に小学生新聞

★ 1.「 2013 新入学おめでとう大会」
パルテノン多摩 ２月３日（日）… ３０組様《もれなく差し上げます》
★ 2.「 新春展 吉祥のかたち」
泉屋博古館 分館
2/11まで …………… ５組様
★ 3.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
2/24まで …………… ５組様
★ 4.「ニューオータニ美術館」
ご招待券
2/28まで …………… ５組様
★ 5.「玉堂美術館」
入館ご招待券
2/28まで …………… ５組様
★ 6.「 第４７回 東方展 」
東京都美術館
2/22〜2/28 …………… ５組様
★ 7.「 第８回 合同水墨展 水墨画 」
東京都美術館
2/22〜2/28 …………… ５組様
★ 8.「四季礼讚 梅花馥郁、桜花爛漫、春うらら 展」 講談社野間記念館
3 / 3 まで …………… ５組様
★ 9.「武蔵と武士のダンディズム」
永青文庫
3/10まで …………… ５組様
★10.「画の東西 ー近世近代絵画による美の競演・西から東からー」 大倉集古館
3/17まで …………… ５組様
★11.「日本の民家 一九五五年 」
パナソニック汐留ミュージアム
3/24まで …………… ５組様
★12.「三輪壽雪・休雪 ー破格の創造ー」
菊池寛実記念 智美術館
3/31まで …………… ５組様
★13.「松岡美術館」
ご招待券
4/ 5まで …………… ５組様
★14.「春の伊勢型紙展・春の饗宴」
紀尾井アートギャラリー
4/27まで …………… ５組様
★15.「極楽湯」
８店舗共通
平日入館ご招待券
3/29まで ……………１５組様
★16.「ノスタルジック ２デイズ」旧車トレードショー パシフィコ横浜
2/23・24（２日間）…………… ５組様
★17.「 箱根 強羅公園」
特別入園ご招待券
3/31まで …………… ５組様
★18.「 横浜動物園 ズーラシア」
ペアご招待券
2/28まで …………… ５名様
★19.「東京みなと館」
入館ご招待券
3/31まで …………… ５組様
★20.「サンリオピュ−ロランド」
特別入場券
3/31まで …………… ５組様
★21.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
6/30まで …………… ５組様
点 線 より切 り取 り、ハガ キに 貼 ってく だ さ い 。

（途中からでもご参加いただけます）

講 演 14：20〜

足長おじさん 大松台小へ！

☆プレゼントコーナー☆

親と教員の研修会

「よりぬきサザエさん」全１
３冊刊行予定
1・2・3巻 12月7日発売
4・5・6巻 1月上旬発売
7・8・9巻 2月上旬発売
10・11・12・13巻 3月上旬発売

ます！全巻購入をご予約の方には、
まだ間に 合い

初公開資料満載の豪華プレミアムアルバム「町子手帖」を
もれなくプレゼント！ 期間限定！（２月末日まで）
購入ご希望の方は応募フォームよりお申し込みください。

第６３回

大好評バスツアーのお知らせ

『秋間梅林と碓井峠アプトの道』
秋間川沿いの丘陵地帯に３５０００本を超す紅白の梅林が見られ、関東一を
誇ります。アプト鉄道時代の廃線を利用して、一部遊歩道になっています。
レンガ造りの４連アーチが美しい「めがね橋」
を訪れます。

■旅行期日：３月２１日（木）／■旅行代金：６９００円（子供同額）
◆本日（１/２５）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。
◆お申込み・お問合せ（株）朝日旅行 TEL０３-３２４８-６４６４ 担当：笹嶋

対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！

発行所

（読取方法は、各機種により異なります）

発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

