
 

 

 

 

新しい年を迎えて  

高 橋 浩 平  

新しい年を迎えました。新年あけましておめでとうございます。今年は 1 月 1 日から開いて

いる店も多く、例年よりもお正月という雰囲気が少なかったようにも思うのですが、皆様はい

かがでしたでしょうか。  

さて、年末に行いました本校のインクルーシブ教育公開報告会、８０名以上の参加がありま

した。お忙しい中ご参加いただいた保護者の皆様、地域の皆様、どうもありがとうございまし

た。講師の先生を交え、いい学びができたのではないかと思います。  

インクルーシブ教育とは端的にいうと「排除しない教育」ということができますが、これは

「共生社会の実現に向けて、まだまだ理念的なもの」である、ということを報告会でもお話し

ました。  

東京都は昨年の 10 月に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を

施行しました。この条例も「東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し」

て制定されています。今後、おそらくインクルーシブ教育の実現に向けて、具体的な方策が考

えられ、実施されていくことになると思われます。まだまだ課題はあるにせよ、杉四小のイン

クルーシブ教育の取り組みは、さらに求められるものだと思っています。  

ところで、「排除しない教育」は、「一緒に行う、一緒にやる」ということを示していると言

われたりしますが、決してそうではありません。「一緒がいい」ということは特別支援学校や特

別支援学級の否定につながったり、不登校の児童や集団に入るのが困難な児童にとっては苦痛

をもたらすものであったり、ということがあります。ですから、子どもたち一人一人、それぞ

れのケースについて丁寧に本人の思い、保護者の思いをくみ取りながら、無理のないように学

習や生活を進めていくことがインクルーシブ教育を考える上で重要だと思います。  

冬休みに耳にした曲の歌詞の一部です。  

 

  人はそれぞれ「正義」があって、争い合うのは仕方ないのかもしれない  

  だけど僕の嫌いな「彼」も彼なりの理由があるとおもうんだ  

 

人はそれぞれ「正義」があって、争い合うのは仕方ないのかもしれない  

だけど僕の「正義」がきっと彼を傷付けていたんだね  

（SEKAI NO OWARI 「Ｄｒａｇｏｎ Ｎｉｇｈｔ（ドラゴンナイト）」（2015））  

 

人の思いはさまざまで、そのためにけんかになったり、争いになったりするわけです。でも

相手には相手なりの理由があるだろうし、こちらの思いを押し付けることで相手に不快な思い

をさせてしまうこともある、ということを一人一人が少しでも自覚することが大事ではないか、

そんなことを思いました。今年も子どもたち一人一人がよりよく生きることができるよう、学

力、体力（からだ力）、人間力を育てていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い

します。  
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杉四小の学校給食(食育) 

 

1 月２４日から３０日は全国学校給食週間です。学校給食は、戦後すぐは、子供たちの栄養

補給を目的として始められました。今では、単に栄養補給の場だけではなく、教育の一環とし

て行われ、学校給食法に目標が定められています。食の大切さや食文化・マナー、バランスの

よい食事などを学ぶ「食育」の中心的な役割を担っています。食育については、その都度給食

だよりでも記事にしていますが、今年度の食育活動についてまとめてご紹介します。  

 

≪給食に関連した食育≫  

 1・2 年生の生活科で、給食に使用する野菜の皮むきなどを行いました。皮つきの野菜（全

校分）を、当日の 1 校時に教室でむきます。活動の前には、司書の先生から、その野菜に関連

した絵本の読み聞かせをしてもらっています。終わった野菜は給食室できれいに洗って調理を

します。その日の給食では自分たちがむいた野菜を嬉しそうに食べている様子が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

≪企業等による食育出前授業≫  

 様々な企業や自治体関係から、講師が出向いて授業をしてくれます。毎年同じ学年に行うこ

とがほとんどです。社会科や家庭科などの授業に関連した内容で、その後の学習に役に立つも

のもありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからも、給食や食育活動を通して、子供たちが食べ物に興味・関心を持ち、自分の健康

について考えることができるようにと願っています。  

１年生 

5 月・グリンピースのさやむき  

  

6 月・そら豆のさやむき  

２年生 

６月・とうもろこしの皮むき  

 

７月・枝豆もぎ  

３年生 

12 月  わかめ学習（ (株 )理研ビタミン） 

 岩手県から届いた原藻わかめを実際に

見て触り、観察します。わかめの食物繊

維が体によいことも学びました。  

12 月  区内農家の方のお話（ＪＡ杉並） 

 野菜作りの苦労など、教科書ではわか

らない貴重なお話が聞けました。  

５年生 

５月  だしとうま味の味覚教室（味の素） 

 ５つの基本味のうち、うま味について学

習し、だしの力を知る体験や、かつお節な

どだしの材料をたくさん見て、触ることも

できました。  

２年生 

６月  おなか元気教室（ヤクルト）  

 体の模型を使って腸の長さや働きを知

り、生活リズムの大切さを学びました。  

１月  南高梅食育（ＪＡみなべ）  

 和歌山県の梅の話を聞き、梅ジュース

作りを体験します。  

４年生 

12 月  ミルク教室（ (株 )明治）  

 牛乳の栄養、カルシウムと骨の関係を学

びました。生クリームを振って作るバター

作りも楽しく体験できました。  

６年生 

１月  しょうゆもの知り博士の出前授業（日本醤油協会）  

 毎年、お願いしている授業です。しょうゆの原材料から作る工程まで

詳しく教えてもらいます。3 種類のしょうゆの味比べもあります。  

  



３学期の行事について 
  ３学期の主な行事は下記の通りです。成果の発表、奉仕活動、体験活動、交流など、活動は

様々ですが、どれも子供たちの成長に役立つものばかりです。保護者や地域の皆様に見ていた

だける活動もあります。ご案内いたしますので、どうぞご来校ください。  

１／１０（木）  席書会    

新しい年の初めにあたり全校で書き初めをして、日本の風習に親しみます。  

１／１７（木）～２６（土）  校内書き初め展  

 オープンスペースに展示した互いの作品を鑑賞し合って、書写に対する関心と意欲を高めま

す。保護者の皆様も学校公開の際にご覧ください。  

１／２１（月）～２／１５（金）  スタイルアップ★チャレンジ  

毎日ハンカチ・ティッシュを身に付ける習慣をつけたり、身の回りの清潔を心がけたりでき

るように、毎日、チェックをしてカードに記録します。清潔ポイントを貯め、ポイントでモン

スターを退治します。  

１／２５（金）～３０（水）  ユニセフ募金活動  

社会のことを知り、よりよい社会を築こうとする態度を育てます。１／２１（月）の全校朝

会で「なぜユニセフ募金なの？」のＤＶＤを鑑賞します。  

１／２５（金）   学校公開  投げ方教室（２年）      

ヤクルトスワローズの元選手に腕の振り・脚の動きを確認してもらい、ボールの投げ方を指

導していただきます。  

１／２５（金）   学校公開  食育出前授業（２・６年）      

和歌山県ＪＡみなべと日本醤油協会から講師を招きます。（前掲）  

１／２５（金）   学校公開  未来教室（５・６年）      

キャリア教育の一環として、5 年生は日本水産、6 年生は読売新聞とヤマト運輸の社員の方

のお話を聞きます。学校と企業との連携を図っている「おやじ日本」という団体のご協力を頂

いています。  

１／２５（金）   学校公開  セーフティ教室（６年）      

学校薬剤師から薬物乱用防止について学びます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

１／２６（土）  土曜授業  ＩＣＴ公開授業   

 全クラスで 1 時間はＩＣＴ機器を使った授業を実施します。  

１／２６（土）  いのちの授業（２・６年）  

「誕生学協会」から講師を招き、人間の誕生から、いのちの大切さを学びます。  

１／２６（土）  杉四カンパニー（４年）   

４月から進めてきた杉四カンパニーの学習です。あづま通り商店街みかづき前、純情商店街

ＢＵＮＧＯ前・ホビーオフ前、庚申通り商店街駐輪場前、駅西商店街ガード下みずほ銀行ＡＴ

Ｍ前、高円寺駅北口・南口、パル商店街山和証券前の８か所で販売活動を行います。  

２／１２（火）  国際交流  

 地域の日本語教室に通う外国人の方を招き、学年毎に交流します。  

２／１７（土）   土曜授業   古典芸能体験  

土曜授業の趣旨である「かかわりやつながりを大切にした学習」を一層進めるため、学び支

援本部主催により講師を招き、落語体験をします。  

２／２８（木）   ６年生を送る会     

１～５年生は感謝の気持ちを伝え、６年生とのよい思い出作りをします。６年生は杉四小へ

の感謝の気持ちと別れを伝え、高学年の役割を４・５年生に引き継ぎます。     

３／  ９（土）   土曜授業・学年末補習授業  

 今年度、算数で学習した内容が定着しているか、問題に取り組み、確かめます。  



 給食の月目標（１月）  

◆和やかで楽しい食事をしよう。   
・食事のときの雰囲気づくりについて考える。 

・友達と仲良く食事をする。  

・和やかに会話をして、食事を楽しむ。  

生活指導目標（１月）  
 

◆正しい言葉づかいをしよう。   
・気持ちよいあいさつをしよう。  

・友達と話す言葉に気をつけよう。  

・目上の人に正しい敬語を使おう。  

朝会・集会 行事 給食献立表

1 火 元日

2 水

3 木

4 金

5 土

6 日

7 月 冬季休業日終わり

8 火 全校 始業式　　安全指導安全点検

9 水 全校 給食始め　 もち入りきつねうどん　変わり大学芋　菊花みかん

10 木 音楽朝会 席書会 あいさつ運動（１） 七草雑炊　竹輪の磯辺揚げ　じゃがいもの甘辛煮　りんご

11 金 おはスタ 小中一貫⑨　あいさつ運動（５） 青菜ご飯　鰆の西京焼き　れんこんのきんぴら　白玉汁粉

12 土
13 日
14 月 成人の日

15 火 おはスタ 委員会⑨　　発育測定・保健指導（５・６）　
古代米ごはん　松風焼き　もやしと小松菜のからしじょうゆ
吉野汁

16 水 発育測定・保健指導（３・４） ミートサンド　クラムチャウダー　野菜のピクルス

17 木 書き初め
発育測定・保健指導（１・２）
１年次研究授業

五目うま煮丼　チンゲンサイとしめじのスープ
おかしな目玉焼き

18 金 おはスタ
麦ごはん　ゼリーフライ　もやしとほうれん草の磯和え
大根とわかめのみそ汁

19 土
20 日 　

21 月 全校 クラブ⑨ ひじきチャーハン　豆腐団子のスープ　三色和え

22 火 おはスタ 2年次研究授業 三色そぼろご飯　もずく入りみそ汁　りんご

23 水 理科出前授業（３） 二色おにぎり　鮭の塩焼き　豚汁　白菜のゆず風味

24 木 児童集会
麦ごはん　ムロアジのメンチカツ　かきたま汁
もやしと小松菜のあまじょうゆ

25 金 おはスタ
学校公開　セーフティ教室（６）
体育出前授業（２）

スパゲティミートソース　何でも千切りサラダ
りんごのヨーグルトケーキ

26 土
土曜授業　ＩＣＴ公開授業
いのちの授業（２・６）　杉四カンパニー（４）

27 日

28 月 全校 ビーンズカレー　カリカリ油揚げのサラダ　ぽんかん

29 火 おはスタ
手作りきなこ揚げパン　白菜と肉団子のスープ煮
フルーツのヨーグルトかけ

30 水
麦ごはん　くじらとじゃがいもの東煮　野菜のごまじょうゆ
ごぼうとわかめのみそ汁

31 木 委員会発表 切り干しご飯　卵焼き　豆腐とわかめのみそ汁　いよかん

1月

※給食費引落日は毎月７日です。口座の残高をご確認下さい。☆牛乳は毎日つきます。

　　　　　　　すぎしカレンダー　1月


