
 

 

 

 

主体的・対話的で深い学び  

校 長   高  橋 浩  平  

 

 ついこの間まで、夏の暑さのような日があったのがうそのように、季節は冬に向かっていま

す。全国各地で豪雨の被害が出ているなど、気象の変化が例年になく激しい気がします。  

 10 月 7 日（土）の子供園の運動会、15 日（日）のこどもまつりは残念ながら雨でしたが、

体育館、中庭を活用して、充実した活動になったと思います。また 11 日（水）12 日（木）の

学校公開には多くの皆様にご参観いただき感謝申し上げます。とくにふれあい集会は、杉四小

で 20 年以上の行事です。車いすの千葉さんは「私が初めて杉四小に来たのは、22 年前でした。」

と話していたので、私たち以上に、杉四小のことをよくわかってくださっているということで

す。他の講師の皆様も何年もお世話になり、今年も元気にお会いすることが出来てよかったで

す。コーディネートしてくださっている学び支援本部の皆様にも感謝申し上げます。  

 さて、新しい学習指導要領が告示されました。「アクティブ・ラーニング」ということばが流

行っていましたが、学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」という名称になりました。

この中身は次のように説明されています。  

〇主体的な学び…学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けなが

ら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる。  

〇対話的な学び…子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考

えること等を通じ、自己の考えを広げ深める。  

〇深い学び…習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考

え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情緒を精査して考え

を形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすること

に向かう。  

 なかなか難しそうに聞こえる説明ですが、端的に言えば、  

〇自分から進んで〇友達や地域の人たちなどと〇心が動かされる学習をする、ということでは

ないか、と思います。  

また、私たち教員からすれば、「子どもたちの心が動く」、そういう学習を進めていかなけれ

ばなりません。そのために、 ICT を活用する、地域や保護者の方々の支援・協力を仰ぐ、小中

一貫や幼保小連携をうまく活用する等、やれることはできるだけ積極的に取り組んでいくこと

が重要だと思っています。  

 11 月の学習発表会、12 月の研究発表会でも、子どもたちが、より主体的で対話的で深い学

びができるようにしていきたいと思っています。11 月もどうぞよろしくお願いします。  

 

生活目標（１１月）   ◆進んではたらこう 
 ・係の仕事、当番の仕事をしっかりやろう。  ・友だちと協力して仕事をしよう。  

 ・いつもしてもらっていることに感謝しよう。  

給食の月目標（１１月）◆よくかんで食べよう  

 ・一口３０回以上、よくかんで食べる。  
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1 年 音楽発表 

「せかいじゅうがともだち」をテーマに、１年

生４１名がにこにこ笑顔で皆様にすてきな歌と

演奏をお届けします。入学してから習い始めた

鍵盤ハーモニカも上手になりました。「ぶんぶん

ぶん」の曲は、３部に分かれて自分のパートを

演奏します。１年生みんなで 

つくり上げる音楽を、 

どうぞお楽しみください。 

観どころ聴きどころは満載ですが、その一部を紹介します。 

1 年 図工作品 

 平面作品の２つの作品は、とろとろえのぐやこすり出

しの活動を楽しんだ後、偶然できた形から、発想を広げ

ながら思い思いの素敵な作品に仕上げました。立体作品

「キッチンモンスター」は、台所にこんなモンスターが

現れたらおもしろいな！と想像をふくらませて、個性的

なモンスターを完成させました。 

子供たちの力作を 

是非ご覧ください。 

 

２年 音楽発表 

『秋まつり』と題して、斉唱「いつだって」、ボディーパーカ

ッション「手拍子の花たば」に続き、合奏「村まつり」の演奏

で２年生の元気をお届けします。「村まつり」では、友達の音

を聴きながら息をぴったり合わせて演奏できるように練習に

励んでいます。高円寺ならではの 
「阿波おどり」も取り入れ、 

会場の皆様が楽しい気持ち 

になれるように演奏します。 

どうぞ、お楽しみください。 

２年 図工作品 

「キラキラシャボンで」は、泡の模様をつ

くり、そこから発想を広げて楽しい世界を

つくりました。「コロコロうつして」では、

初めてカッターナイフを使って型紙をつく

り、ローラーで形を写しました。色遣いが

きれいです。「カラフルパーティーへゴ

ー！」では、おしゃれで楽しいカラフルパ

ーティーへ出かける人をイメージして人形

をつくりました。楽しくてかわいい作品で

す。 

３年 音楽発表 

演奏に「一生懸命取り組もう！」を合言葉に初めて

のリコーダー演奏「星笛」・初めての合唱「ぼくのハ

ーモニー」に挑戦しました。一人一人がつくりだす

音の響きをお楽しみください。 

３年 図工作品 

「これにえがいたら」は、身の回りの色々な材料を

集めて、そこに絵を描いた作品です。どんな作品に

なったのでしょうか！？「ずっとわすれない」は、

３年生が今までの人生（？）を振り返り、『わすれな

い思い出』を絵にしました。どんなことが心に残っ

ているのか見ると、楽しいです。「だんだん島」は、

段ボールを材料に、自分の考えた島をつくりました。

４６個の島がすてきです。 

４年 音楽発表 

 合唱「未知という名の船に乗り」は、ソプラノとアルト

が掛け合いながら軽快なメロディーを歌います。４年生の

明るくのびのびとした歌声をお楽しみください。 

合奏「RPG」では、打楽器 

のリズムに合わせて主旋律が 

各楽器に移り変わっていきま 

す。音色による雰囲気の違い 

が聴きどころです。 

４年 図工作品 

「自分いろがみ」は、絵の具を使った模様

遊びでできた『いろがみ』を使った、絵本

の世界のような素敵な作品です。「マジカ

ルフラワー」は、初めて使う彫刻刀で彫っ

た木版画です。慣れない道具に苦労しなが

ら頑張りました。「ギコギコトントン」は、

のこぎりに初挑戦してつくった木工作で

す。くぎ打ちの技術も使い、気分は大工さ

ん！？ 

５年 音楽発表 

 合唱「旅立ちの時～Asian Dream Song～」では、１番と

２番をつなぐハーモニーに力を入れて練習しました。ソプラ

ノとアルトの重なりがとても美しい旋律です。 

 合奏「シングシングシング」では、鍵盤ハーモニカやアコ

ーディオンなどに加え、吹奏楽の楽器も演奏します。 

さまざまな楽器が生み出す 

厚みのある音色がとても魅 

力的です。スウィングしな 

がら、楽しくかっこよく演 

奏します。 

５年 図工作品 

「こころのもよう」は、色々な技法や材料

で自分の気持ちを表すカードをつくり、そ

れを使ってつくった作品です。「とびらを

開けると」は、もしも不思議な扉に出会っ

たら・・・それはどんな扉？扉の向こうは

どんな世界？と、想像してつくりました。

色々な扉がとてもすてきです。そーっと開

けてみてください。「ゆめ見るいずみ」は、

理想の泉を想像してつくりました。色の美

しいガラスを使った焼き物です。 

６年 音楽発表 

 合唱「野空海」では、幅広い音域の繊細なメロディーを

やさしく澄んだ声で歌えるよう練習しました。高音がつづ

く最後の盛り上がりでは、ハーモニーの響きを大切に歌い

上げます。 

 合奏「スター・ウォーズ」 

では、複雑なリズムと壮大な 

メロディーが創り出す迫力あ 

るサウンドをお楽しみくださ 

い。 

６年 図工作品 

「ゆめをえがいて」は、本当にはできない

けど、こんなことができたら楽しいな、と

いうことを想像して絵に表しました。「写し

て重ねて」は、木版画をアレンジした６年

生ならではの作品です。糸のこや彫刻刀な

ど、道具も立派に使っていました。「自分の

力で」は、板から設計して自分の考えた家

具をつくりました。どんな大きさで、どん

な形につくろうか悩みながら完成させた力

作です。 
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朝会・集会 行事 給食献立表

1 水 安全指導安全点検　午前授業
豚肉とごぼうの混ぜご飯　焼きししゃも　野菜のみそ汁
角切りりんごゼリー

2 木 避難訓練　午前授業 ミートサンド　ベジタブルシチュー　野菜のピクルス

3 金 文化の日

4 土 東京都教育の日

5 日

6 月 全校 　 切干ご飯　がね　かぶのレモンじょうゆ　豆腐のすまし汁

7 火 おはスタ おろしスパゲティ　キャベツのおかか和え　手作りカステラ

8 水
かみかみわかめごはん　いかのかりん揚げ　呉汁
たくあんときゅうりのごま風味

9 木 学活
麦ごはん　ガイヤーン　じゃがいもの揚げ煮
せん切り野菜スープ(豆入り）

10 金 学習発表会 メキシカンライス　キャロットポタージュ　ごぼうサラダ

11 土 土曜授業　学習発表会　　 キムチチャーハン　中華スープ　野菜チップス

12 日 　

13 月 振替休業日

14 火 おはスタ コーン茶飯　おでん　大豆とじゃこの甘辛揚げ

15 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 マーボーライス　白菜スープ　フルーツみつ豆

16 木 学活 就学時健診  水曜時程  午前授業 肉うどん　ほうれん草サラダ　いが栗揚げ

17 金 おはスタ
麦ごはん　ホキの麦みそ焼き　五目きんぴら
丸ごとわかめスープ

18 土

19 日

20 月 全校 クラブ⑥　理科出前授業（５） 油麩丼　大根のみそ汁　りんご

21 火 児童集会 ゆかりごはん　肉じゃがコロッケ　白菜のお浸し　かき玉汁

22 水 理科移動プラ（６） 手作りピザ　ポトフ　みかん

23 木 勤労感謝の日

24 金 おはスタ
五穀おこわ　いわしのさんが焼き　のっぺい汁
もやしと小松菜のごまじょうゆ

25 土

26 日

27 月 全校
さつまいもごはん　さわらの香味焼き　具だくさんみそ汁
ブロッコリーのからしじょうゆ

28 火 音楽朝会 区連合音楽会（５）午後 ビーンズカレー　何でも千切りサラダ　りんご

29 水
麦ごはん　あんかけ卵焼き　もやしとほうれん草の磯和え
石狩汁

30 木 学活 研究発表会前日準備　午前授業 ビスキュイパン　チリコンカン　ごまドレッシングサラダ

※今月の給食費引落日は１１月７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。

11月

                すぎしカレンダー　１１月


