
 

 

 

 

 

かかわりとつながり 

校長 高橋 浩平 

 １０月に入りました。今年も早いものであと２か月です。 

９月２４日（日）の運動会では、多くの皆様にご支援・ご協力、また大きなご声援をいただき、ありがとう

ございました。子どもたちにとっても、満足のできるいい運動会になりました。子どもたち一人一人がいい顔

をしていました。 

準備・練習段階から、地域の皆様、保護者の皆様にはたくさんのご協力をいただきました。感謝申し上げま

す。PTA役員の皆様、アトムの会（おやじの会）の皆様には毎年のことながら運動会当日の準備や運営に携わ

っていただき、ありがとうございました。 

 集団競技では、今年も保護者の皆様の多くの参加で盛り上がりました。こうやって積極的に参加してくださ

る保護者の皆様に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

恒例の阿波おどりでは、若駒連、江戸っ子連、志留波阿連の皆様にご協力いただきました。プロの皆さんが

入るとやはりぐっと違いますね。来賓の皆様からも阿波おどりの評判は大変よかったです。子供園の園児の皆

さんやボランティアに来ていた高円寺中の生徒の皆さんも参加してくれました。 

さらに本校の特色である子供園との「たてわり班なかよしリレー」。園児と児童が手をつないで走る姿に多く

の感動をもらいました。何より長い交流の歴史の中でこうした競技が「自然に」できていることが素晴らしい

と感じています。杉四小が地域・保護者に支えられた学校であるということ、運動会を通して改めて強く感じ

ました。本当にありがとうございました。 

そして、１０月７日（土）は子供園の運動会もあります。今度は協力する側として小学生が交流していきま

す。この取り組みを進めるために数年前からこの日を土曜授業とし、全学年がかかわる場面を設定してきまし

た。これもまた楽しみです。また１０月には本校が長年大切にしてきた「ふれあい集会」もあります。高齢者

や障がいのある方とのかかわり、ふれあいを通してインクルーシブやバリアフリーなどの学びをするいい機会

となっています。この集会のゲストの招聘にあたっては毎年学び支援本部の皆様にご尽力いただいています。 

さて、こうやって本校の活動を振り返ってみると、そこには多くの「かかわりとつながり」があることに気

付かされます。「杉並区教育ビジョン２０１２」では次のように書かれています。 

人は一人で生きているのではなく、家庭や地域の一員として、また学校や会社などの組織の中で生きていま

す。身の回りの人々や組織と「かかわり」あう経験は、徐々に信頼関係を築き、他者への敬意やいたわりの心

を伴う「つながり」を育んでいきます。 

杉四小は、高円寺という地域の中で、まさに「かかわり」と「つながり」を積み重ねてきました。これらの

取り組みは今後もより一層進めていかなければいけないと思いますし、それは 2年後の新校になっても引き継

いでいってほしい伝統だと感じています。今後もご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

生活目標（１０月）◆友だちと仲良くしよう。 
 ・声を掛けあって遊び仲間に入れてあげよう。・人の嫌がることは言わないようにしよう。 

 ・内遊び、外遊びのきまりを守ろう。・安全な遊び方を工夫しよう。 

給食の月目標（１０月）◆食器を正しくあつかおう。 

 ・正しく食器やはしをならべる。・正しくはしを持ち、おわんは手に持って食べる。 

  ・正しく食器やはしを片付ける。 ・食器をていねいにあつかう。 
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 おうえんだん いつでもげんき カッコイイ  運動会 つな引きダンス がんばった 

 徒競走 ゴール目指して つき進め  紅白や 空にひびき わたる声 

 ダンスをね 心を１つに おどったよ  つなひきで ひいてひかれて いい勝ぶ 

 四連覇 わたしは勝利の 女神です  運動会 つな引きごかく 引き分けだ 

 ダンスでね すてきな声えん ありがとう  運動会 今年も勝って 四連勝 

 運動会 きんさでまけて 悲しいな  三四年 ダンスでノリノリ 楽しいな 

 運動会 赤ぐみまけて くやしいな  運動会 白組勝って うれしいな 

 運動会 ダンスで力を だしきるぞ  運動会 来年ぜったい 優勝だ 

 運動会 ダンスがすごい かっこいい  運動会 One For All がんばった 

 秋の日に 本気の勝負 一等賞  組体そう やっぱり一番 かっこいい 

 運動会 赤白共に がんばるぞ  うんどう会 せんばつリレー 大ぎゃくてん 

 運動会 自分の力を 出しきった  ときょうそう にねんれんぞく いちばんだ 

 応援団 大声だして がんばった  うんどうかい かけっこ１ちゃく がんばった 

 うんどうかい しょくじのあとも がんばるぞ  うんどう会 ことしはしろ組 勝ちました 

 うれしいな せんばつリレー １位だよ  運動会 ことしは負けて くやしいよ 

 運動会 連敗止まって よかったな  運動会 白組勝って 大かんせい 

 徒競走 応援団が 勇気づけ  運動会 みんなで食べる おべんとう 

 感動の 光をあびて 旗をふる  運動会 赤組負けて くやしいな 

 かけっこで いけそうだけど だめでした  運動会 心を一つに ダンスする 

 徒競走 きんちょうして 走れない  運動会 つな引きしたら 手がいたい 

 運動会 かけっこ三位 うれしいな  運動会 四年連続 四連敗 

 リレー選 バトンをつなぎ 白が勝つ  うんどう会 四年れんぞく 赤組だ 

 

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。 

 



 

 

 

６日（金）地域清掃 
自分たちが生活している地域をきれいにし、高円寺地域の一員としての意識を高めることをねらいにし

て行っています。また、５・６年生は高円寺中・杉八小とも協力して行い、小中一貫校としての意識も高めま

す。４年生は学校の周りを清掃します。２時前後が活動時間になります。清掃している姿を見かけたら、児

童や生徒に声をかけてください。 

 

１２日（木）ふれあい集会 
障がい者や高齢者を招き、学年毎に交流をします。様々な障がいについて知り、

ふれあい、共に過ごすことで、その人たちの気持ちや生活の様子を実感し、障がい

者や高齢者と共に生きる社会がもっと過ごしやすいものとなるために、自分にできるこ

とは何かを考えます。 

 

２１日（土）わくわくフェスティバル 
わくわくフェスティバルは高円寺中の学習発表会で、総合的な学習の時間の成

果や合唱・阿波おどり等を発表します。杉四小では杉八小と共に小中一貫教育の

取り組みとして参加し成果を発表します。当日は１～４年生は授業がありません

が、５・６年生は高円寺中に登校します。午前中のみの参加です。 

 

２３日（月）放置自転車クリーンキャンペーン 
この日の夕方、高円寺駅周辺で、杉四小・杉八小・高円寺中の有志児童・生徒

が集まり、自転車利用者への啓発活動を行います。７月の社会を明るくする運動で

も、同様のことをしましたが、たくさんの児童・生徒が集まりました。高円寺地区のボ

ランティア精神の高さが伺えるイベントです。応援や励ましに駅前にいらしてくださ

い。 

 

２８日（土）すぎなみウエルネス DAY（長縄グランプリ） 
すぎなみウエルネス DAY とは子どもたちの「生きる力」を育むために、

子どもたちの生活を「運動」「食育」「生活習慣」の３つの視点から捉えた

総合イベントです。長縄グランプリは運動部門のイベントの１つで、杉並

第十小学校を会場にして、最大２０人のチームが５分間で何回跳べるか

を競います。１分間に１００回を上回るペースで跳ぶチームもあります。

杉四小からもチームを作って参加します。当日は、学校給食の試食会、

食育ゲーム、ラモス瑠偉氏の講演会、展示やワークショップなどのイベン

トも行われます。ぜひ、ご参加ください。 

今月の行事から 
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朝会・集会

1 日

2 月 全校朝会

3 火 おはスタ

4 水

5 木 ふれあいプレ

6 金 おはスタ

7 土

8 日

9 月

10 火 おはスタ

11 水

12 木 学　活

13 金 おはスタ

14 土

15 日

16 月 全校

17 火 おはスタ

18 水

19 木 児童集会

20 金 おはスタ

21 土

22 日

23 月 全校

24 火 おはスタ

25 水

26 木 委員会発表

27 金 おはスタ

28 土

29 日

30 月 全校

31 火 おはスタ

委員会⑦１１月分

小中一貫⑥　連合運動会予備日　

チキンライス　かぼちゃのキッシュ　ジュリアンスープ

※今月の給食費引落日は10月10日(火)です。口座の残高をご確認下さい。
☆牛乳は毎日つきます。

麦ごはん　鮭のチャンチャ焼き　野菜の煮物　かき玉汁

麦ごはん　さんまの姿煮　シャキシャキ和え　豆腐のすまし汁

ジャンバラヤ　じゃがいもとベーコンのスープ　りんごケーキ

かき揚げ丼　豆腐とわかめのみそ汁
大根ときゅうりのゆかり和え

全学年４時間授業　　

すぎなみウェルネスデイ　長縄グランプリ

食育出前授業（２）

社会科見学（３）

生活科見学（１・２）

土曜授業　子供園運動会　　

全学年４時間授業　安全指導安全点検

スパゲティミートソース　コーンサラダ
パンナコッタ(ブルーベリーソース)

中華丼　チンゲン菜としめじのスープ　柿

きなこ揚げパン　ワンタンスープ　野菜のピクルス

連合運動会 １～５年4時間授業

歯科検診（全）

全学年５時間授業

体育の日

麦ごはん　いかのチリソース　こんにゃくサラダ
青菜とコーンのスープ

ちゃんこうどん　たくあんときゅうりのごま風味　お月見だんご

手作りツナポテトパン　コンソメスープ　カレービーンズサラダ

お弁当給食

麦ごはん　さわらの西京焼き　白菜のおかか和え　飛鳥汁

ビビンバ　白菜スープ　りんご

　　すぎしカレンダー　10月

麦ごはん　チキンアドボ　野菜のナムル　ビーフンスープ

カレーライス　カリカリ油揚げのサラダ　菊花みかん

麦ごはん　マスのおろし炊き　もやしと小松菜のあまじょうゆ
じゃがいものみそ汁

ひじきごはん　ししゃものカレー焼き　イナムドゥチ
キャロットゼリー

鶏肉とごぼうのピラフ　豆のミネストローネ　さつまいもチップス

給食献立表

じゃこごはん　ポテトコロッケ　あいまぜ
 もやしと小松菜のからしじょうゆ

学校公開　ICT公開授業　出前授業（４）　

10月 行事

都民の日

委員会⑥　避難訓練　理科出前授業（６）　

防災館見学（４）

　

わくわくフェスティバル（５・６）

高野豆腐のそぼろごはん　さつま汁　りんご

歯科保健指導（全）

クラブ⑤ 

学校公開　　ふれあい集会

地域清掃（４・５・６）


