
相手の側に立つことで 

                              校長 佐藤 広明 

 毎晩ウオーキングを日課にしている私は、腕と胸にＬＥＤの点滅ライトを付けてスタ

ートします。夜ですから自分の足元を明るくする照明も必要ともいえますが、私の付け

ている明かりは地面を照らす明るさはありません。この明かりは、相手に自分の存在を

わかってもらうためのものです。自分の安全を守るという意味ももちろんありますが、

見方を変えると、相手に存在を知らせることで、相手の危険を回避させるものともいえ

ます。周りが気づいてくれることで相手にもプラスになるものです。 

  

世の中には、自分に必要なくても、相手（だれか）のために必要なものがあります。

たとえば、道路の点字ブロック、階段の手すり、車いす…‥子どもたちは、先日ふれあ

い集会に来ていただいた講師の方々との交流を通し、自分のことを考えるだけでなく、

相手を考えることの大切さを実体験することができたと思います。私もここで手すりの

重要性を自ら実感することになりました。 

必要であるかないかを、自分の立場だけで考えるのではなく相手の側に立って考える

ことは大切なことです。相手の側に立つということは、相手を思いやるということに通

じます。学校と家庭、大人と子ども、老若男女、友達同士…、いろいろな関係・場面で、

相手の側に立って考える、思いやり、心遣いができるようになりたいものです。 

 

杉四の創立９０周年記念事業が近づいてきました。杉四はここまでの９０年間という

時と、多くの関わってくれた方々から脈々と受け継がれてきた歴史と伝統のもとに、今、

９０周年の祝いがあるのです。周年記念事業を通し、今の杉四そしてこれからの杉四が、

この上にあることを、しっかりと実感できるものとしていきたいと思っています。 

 

創立９０周年記念式典 １１月１５日（土） 

土曜授業として、児童は参加します。 

５～６年生は発表と式への参加、１～４年生は各学年での発表での参加となります。 
 

給食の月目標（１１月） 
 

◆よくかんで食べましょう。   
・１口３０回以上、よくかんで食べましょう。 

平成２６年度１１月号 

平成２６年１０月３１日 
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平成２６年度 創立９０周年記念 

学習発表会 
～９０年分の絆をつなげ、未来にはばたく杉四小～ 

                           学芸的行事委員会委員長 千葉めぐみ 

 

今年の学習発表会は、創立９０周年を記念して舞台発表と展示発表を行います。 

体育館にて行われる舞台発表では、「９０年分の絆をつなげ、未来にはばたく杉四小」のテーマの

もと、杉四小のこれまでの歩みを振り返り、未来の杉四に目を向けて、現在学んでいることを発表し

ます。１年生は「ぼく・わたしの学校自慢」、２年生は「子小連携 勇気１００％」、３年生は「杉四

を支える高円寺」、４年生は「地域との関わり～杉四カンパニー～」、５年生は「小中一貫の大地に立

つ」、６年生は「未来の杉四」、全校合唱「周年歌 新しい未来へ」と、杉四の過去・現在・未来に迫

ります。どの学年も杉四の特徴となった学び（子小・小中・地域との連携）を通して、新しい未来へ

進む杉四を伝えていきます。 

展示発表では、地域及び保護者の皆様や「座・高円寺」様にご協力いただいた大型作品（体育館）

をはじめ、杉四の歴史を伝える写真パネルや図画工作の作品（各学年オープンスペース）が展示され

ます。低学年は「創立９０周年をお祝いするお花とバースデーケーキ」を製作しました。高学年は「理

想・未来の学校」を子どもたちがアイディアを膨らませて描きました。作品を鑑賞すると、子どもた

ちの杉四への熱い思いや、一人一人の成長が力強く感じられます。発表会に展示される全ての作品は、

より多くの時間と思いを費やして仕上げた作品です。ぜひご鑑賞いただき子どもたちへの励ましの言

葉をお願いします。 

また、高円寺北子供園、杉並第八小学校、高円寺中学校、PTA フラワーデザイン同好会の皆さんの

作品も体育館入口に展示する予定です。ぜひご一緒にご覧ください。 

 

※１１月１３日（木）は児童鑑賞日、１４日（金）が保護者鑑賞日です。 

１４日（金）に鑑賞できず、１３日（木）に鑑賞を希望される方は、担任にご相談ください。 

児童席の後ろからになりますが、座席が少し用意できます。 

   

  ※学年発表の間にもセリフが入る予定です。 

   ご退場の際は、他の方の迷惑にならないようにお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

運動会では、応援ありがとうございました。楽しかった運動会の様子を、 

４年生が川柳にしました。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

おいしな 家族みんなで お弁当 

運動会 みんなでおどる ソーラン節 

かけ声を たくさん出して がんばった大西 恵愛・・・

応援団 大変だけど 楽しいな 

みんなでね 応援するよ がんばれと 

徒競走 スタート成功 ぶっちぎり 

応援団 汗をかいて たいへんだ 

応援団 白組勝利 うれしいな 

放送で ゆっくり大きく 元気な声 

ソーラン節 自分なりには がんばった 

ソーラン節 力いっぱい がんばった 

かけっこで １位になった うれしいな 

かけっこで 全力走り １位とる 

かけっこで 自分なりには がんばった 

本番で リレー３位 うれしいな 

ソーラン節 まあがんばった でもつかれた 

徒競走 スタート失敗 最下位 

運動会 ソーラン節を がんばった 

弁当の キンパはめちゃくちゃ うまかった 

紅白リレー 自分なりには がんばった 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーラン節 腰ひくくして 頑張った 

かけっこで １位をとった うれしいな 

運動会 今年は負けたよ くやしいな 

かけっこで 本気で走り 気持ちいいな 

きつかった ソーラン節は かっこいい 

かけっこで 一人ぬかして うれしいな 

応援団 大きな声で がんばった 

かけっこで ２位になったぞ うれしいな 

かけっこで ４年だけで 応援団 

ソーラン節 大漁ばたを がんばった 

かけっこで ３位だけど がんばった 

ビリだけど ナインティーンターン がんばった 

運動会 足いためたが がんばった 

阿波踊り 楽しい演技 うれしいな 

運動会 応援団は いそがしい 

かけっこで 第３位だけど 大まんぞく 

本気出し かけっこ１位 うれしいよ 

運動会 苦手な競技 がんばった 

リレーはね はちまきまいて 楽しいよ 

ソーラン節 三四年の 絆だよ 

 



朝会・集会

1 土

2 日

3 月

4 火 おはスポ

5 水 学級活動

6 木 体育集会

7 金 おはスタ

8 土

9 日

10 月 朝会

11 火 おはスポ

12 水 学級活動

13 木 音楽朝会

14 金 おはスタ

15 土 おはスタ

16 日

17 月 朝会

18 火 おはスポ

19 水 学級活動

20 木 縦割班集会

21 金 おはスタ

22 土

23 日

24 月

25 火 音楽朝会

26 水 学級活動

27 木 学級活動

28 金 おはスタ

29 土

30 日

縦割り班活動

小中一貫

勤労感謝の日

富士学園移動教室　終（5年生）

地域清掃

90周年記念学習発表会
（保護者鑑賞日）

土曜授業
９０周年記念式典・祝賀会

5時間授業

東京都教育の日
高円寺フェス

高円寺フェス

文化の日
90周年準備委員会10：00～

富士学園移動教室始（5年生）
90周年準備委員会10：00～

クラブ

※今月の給食費引落日は　11月7日(金)　です。牛乳は　27日(木)　以外、毎日つきます。

スパゲティミートソース　カリカリごぼうサラダ　焼き芋

焼きおにぎり　いかのかりん揚げ　しゃきしゃき和え
呉汁

鶏とごぼうのピラフ　豆のミネストローネ
角切り二色ゼリー

赤飯　里芋のコロッケ　松竹梅お祝い汁
90周年紅白クッキー

杉並区連合音楽会（5年）

小中一貫

歯科検診

マーボーライス　わかめスープ　さつま芋の茶巾絞り

麦ごはん　ガイヤーン　じゃが芋の揚げ煮
ひじきスープ

休日

避難訓練　社会科見学（3年生）

　　すぎしカレンダー　11 月

高野豆腐のそぼろごはん
切り干しときゅうりのごま酢和え　野菜のみそ汁

コーン茶めし　おでん　大豆とじゃこの甘辛揚げ

カレーライス　何でも千切りサラダ　りんご

麦ごはん　鮭のみそチーズ焼き
小松菜ともやしのおかか醤油和え　えのき卵汁

5年2組のリクエスト給食♪

給食献立表11月 行事

理科教室（5年生）
就学時健診

90周年記念学習発表会
（児童鑑賞日）

麦ごはん　鶏ごぼうバーグ　たくあんのごま炒め
豚汁　かみかみふりかけ

ひじきごはん　竹輪の磯辺揚げ　野菜のごま和え
豆腐とわかめのみそ汁　夕焼けゼリー

キムチチャーハン　野菜チップス　ニラたまスープ

手作りピザ　ポトフ　菊花みかん

麦ごはん　あんかけ玉子焼き
ほうれん草ともやしの磯和え　石狩汁

5年1組のリクエスト給食♪

酢豚丼　もやしの梅醤油和え　白菜スープ


