
【主な行事予定】 

※給食費の引き落としは、１２月１６日(水)です。入金よろしくお願いいたします。 

 

＜教育調査アンケートのお願い＞ 

すでに封筒に入れて配布させていただいておりますが、教育調査へのご協力お願いいたします。お子様一人に一

つずつになりますので、記入されましたら封筒に入れ、担任まで提出願います。中学部は面談の折に、小学部はお

子様に持たせていただいて結構です。遅くとも12月14日(月)までにいただけますとありがたいです。 

よろしくお願いいたします。 

月 日 曜 小学部 中学部 月 日 曜 小学部 中学部

12 1 火 社会科見学(5) 教育相談始 12 23 水
保護者会
移動教室説明会(8)

2 水 24 木 給食終 美化活動

3 木 委員会紹介集会 25 金 終業式
終業式
給食終

4 金
理科教室(プラネタリウム)(9)

教育相談終
26 土 冬季休業日始 冬季休業日始

5 土 27 日

6 日 28 月

7 月
全校朝会
委員会活動

全校朝会
駅伝事前検診

29 火

8 火
見守り隊
保護者会(1･2)

校外学習(８) 30 水

9 水 31 木

10 木
児童集会
保護者会(3･4)

校外学習(7) 1 1 金 　　元旦 　　元旦

11 金 保護者会(5･6･くすのき) 2 土

12 土 土曜授業
土曜授業
セーフティ教室(７)

3 日

13 日 区中学校対抗駅伝大会 4 月

14 月
小学部朝会
クラブ活動

和楽器実習 5 火

15 火 社会科見学(6) 和楽器実習 6 水 冬季休業日終 冬季休業日終

16 水 避難訓練 避難訓練 7 木 始業式 始業式

17 木 委員会発表 8 金 午前授業 給食始

18 金 9 土

19 土 10 日

20 日 11 月 　　成人の日 　　成人の日

21 月 小学部朝会 12 火
給食始　席書会
委員会活動

22 火 13 水 発育測定(6)



 

音楽発表 
                                       学園長 橋本 剛 

 11月28日(土)に音楽発表を行いました。高円寺オリンピックと同じように、学年毎の発表とさせていただ

きました。高円寺オリンピックでも「他学年の演技も見たかった」という声もいただきました。児童・生徒も同

じで上級生の発表から多くのことを学びます。音楽発表ではリハーサルを児童鑑賞日として、26日は1・3・

5年生とくすのき学級が、27日は2・4・6年生がそれぞれ鑑賞しました。1年生から６年生まで全ての演奏

を聴くことができたのは良い機会でした。学年が上がるごとに、厚みと迫力を増していく演奏に、子どもたちも

引き込まれていきます。学年みんなで合奏をつくり上げていく過程には苦労もあったことでしょう。行事に取り

組んでいく中で、学年というチーム力の高まりも感じさせてくれました。今年は全ての学年が６月からのスター

トですが、そんなハンデを感じさせないすてきな演奏に思わず拍手を送ってしまいました。特に６年生は、この

メンバー最後の演奏です。次に学年で行えるのは卒業式の合唱かもしれません。卒業式で在校生を代表する５年

生も素晴らしい演奏を披露してくれました。すてきな卒業式になりそうです。小学校を卒業すると中学生です

が、中学校の行事で、音楽発表のように学年で合奏をするという機会はあまりないように思います。クラス合唱

を発表する合唱コンクールには多くの学校で取り組んでいるのですが、合奏となるとどうしても吹奏楽部でと

いう感じになってしまいます。ひょっとするとみんなで合奏するという経験はこれが最後になるのかもしれま

せん。 

 そして、今年の発表では、各学年の発表に加え、各学年とくすのき学級で学園歌を披露してくれました。今年

の４月に高円寺学園として開校したのですが、予定していた開校式も行えていません。開校式で披露する予定だ

った学園歌の制作は、新しい学校づくり懇談会で新校の校章や校歌についての検討を行っていく中で、多くの合

唱曲などをつくられている筒井先生に制作をお願いすることになりました。筒井先生は杉四小学校、杉八小学校

そして高円寺中学校のそれぞれを訪れ、各校の先生方と話をし、学園歌を作って下さいました。発表会当日、各

学年とくすのき学級それぞれで歌詞を解釈しながら歌った「学び舎高円寺」を保護者の皆様にお聴かせすること

ができ、あらためて新しい学校としてスタートした気持ちにしてくれた発表でした。ありがとうございました。 

 

 

杉並区立小中一貫教育校 高円寺学園 学園歌 「学び舎高円寺」 

                              作詞 作曲  筒井 雅子 

    1  母なる大地にいだかれて           2  ふるさとの愛につつまれて 

小さな芽は大空をめざす             私たちは未来をめざす 

光浴び 雨に打たれて              光浴び 雨も糧とし 

逞しく育つ 若きいのちたち           心豊かに育つ 輝くいのちたち 

 

芽吹きの春 心躍る夏              実りの秋 忍耐を知る冬 

季節
と き

の流れに彩られながら            季節
と き

の流れに彩られながら 

 

助け合い 高め合い               信じ合い 学び合い 

ともに伸びてゆこう               ともに歩んでゆこう 

ここ 私たちのふるさと 高円寺で        ここ 私たちの学び舎 高円寺で 

                           「光湧き」 光あれ 

                            学び舎高円寺 

学び舎高円寺杉並区立小中一貫教育校 高円寺学園 学園だより １２月号 

杉並区立高円寺小学校 杉並区立高円寺中学校  学園HP https://www.suginami-school.ed.jp/koenji/ 



 

1学期は歌を歌うこともできませんでしたが、2学期からは、感染症対策を実施しながら楽器の演奏もできるよう

になってきました。合唱は今でも控えていますので、学園歌の披露だけにしました。合奏は、各学年で工夫して取り

組み立派に演奏できました。学年限定の公開となりましたが、ご参観くださいました皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜１年生＞「かえるのがっしょう」 

「しろくまのジェンカ」「こいぬのマーチ」 

１年生は初めての音楽発表会でした。

85人が心を一つにして音を合わせる

ことの難しさと楽しさを感じながら練

習に取り組みました。これまでの練習

の成果を聞いていただこうと子供たち

はやる気いっぱい！気合十分で本番に

臨みました。かわいい１年生の姿をた

くさんお見せできたことと思います。 

 

＜4年生＞「モアナと伝説の海より 

どこまでも」 

難しいリズムに初めは皆の音が合わず

何度も練習しました。本番は、どの子

も真剣なまなざしで指揮者を見て演奏

しました。心一つに演奏する姿に、成

長とたくましさを感じます。これから

も、どんなことも恐れず、仲間と共に

一つ一つ課題解決できる４年生として

「今を大切に」過ごしていきます。 

 

 

 

＜5年生＞「シング･シング･シング」 

「心を一つに、みんなで音楽を奏でよ

う！」を目標に、難しいジャズの曲に

チャレンジしました。音楽の授業や休

み時間等、毎日のようにたくさん練習

し、演奏を楽しむまでに上達しまし

た。会場の皆さんとも一体になって、

心を一つに演奏する楽しさを全員で味

わうことができ、学年としてまた一つ

大きく成長することができました。 

 

 

 

＜6年生＞「スターウォーズ」 

練習をし始めたときは、変わる拍子、

三連符の連続など、難しいリズムに戸

惑う様子が見られましたが、「指揮を

見る」ことを大切に練習を積み重ねて

きました。本番は、心を集結して、演

奏を成功させることができました。

「仲間力」をさらにパワーアップする

ことができ、６年生としての成長を感

じます。 

 

 

 

 

＜3年生＞「リコーダーメドレー」 

「南の島のハメハメハ大王」 

3年生は初めて扱うリコーダーの学

習を経て、発表会に臨みました。1

学期は音を出す学習ができず、2学

期から本格的な練習を行いました。

曲の世界観を意識し、音色とリズム

をそろえ、聞いている人が笑顔にな

るように演奏をすることができまし

た。 

 

 

＜２年生＞「ぷっかりくじら」 

「ミッキーマウスマーチ」 

学園で一番人数の多い2年生。それを

生かし、パワフルな音楽をお届けしま

した。本番に至るまで、音楽の時間の

他、休み時間も楽器ごとに集まって練

習をしました。本番は指揮を見てテン

ポをそろえ、体を左右に揺らすなど楽

しく演奏しました。2年生が誘った夢

の国への旅、いかがでしたか。 

特別支援学級(くすのき学級)も音楽

発表を行いました。通常クラスと交

流もしており、今回は3年生の交流

クラス(3年1組)が学園歌の披露で

は一緒に参加しました。これから

も、様々な場面で一緒に活動した

り、行き来したりして、交流を深め

ていきます。 

＜くすのき学級＞「さくら笛」 

「カントリーロード」 

前日の練習では緊張を見せていた子ども

たちでしたが、実際の本番当日は落ち着

いて発表する姿がとても立派でした。3

年1組をゲストに迎えた学園歌発表に、

９月から練習を重ねた楽器演奏と、緊張

しながらも精一杯それぞれの力を発揮す

ることができました。 

 

 



 

 

 

校外での学習 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月9日～21日       

小学部短なわ週間 

 

 

安全教室                                 生徒総会(中学部) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月29日(木) 1年生は蚕糸の森

公園に生活科校外学習に行きました。

片道徒歩で30分程度かかる距離でし

たが、みんな頑張って歩きました。公

園では2種類の「秋見つけ」ビンゴを

行いました。グループで協力してたく

さんの秋を発見しました。 

11月6日(金) 2年生は野川公園に

生活科校外学習に行きました。ネイチ

ャーゲーム団体の方に来ていただき、

自然に触れながらいくつかのゲームを

行いました。広い公園で伸び伸び活動

できました。お昼の後は、アスレチッ

クなどの遊具を使って遊びました。 

10月30日(金) ５年生は移動教室

の代替事業として、八景島シーパラダ

イスに行きました。宿泊学習に代わる

ものとして、グループ毎に時計を持っ

て5分前行動を意識したり、グルー

プでの見学をしたりしました。高学年

としての成長が見られました。 

11月13日(金)6年生は移動教室の

代替事業として、鴨川シーワールドに

出かけました。海ほたるを経由し、外

房の方まで行きました。事前の調べ学

習もしっかり行いました。当日は、迫

力あるシャチのショーはみんなで見ま

したが、その他の時間はグループ毎に

行きたい場所や、時間などを考えて見

て回りました。 

11月6日(金) 生徒総会では、生徒

会本部、後期の委員会から活動方針の

説明をしました。質疑応答の後、議案

書の表（オレンジ色・賛成）、裏（白

色・反対）を利用して活動方針に対し

ての意思表示を、生徒一人一人がしっ

かりと行っていました。後期の活動に

期待します。 

11月4日(水) 中学部全学年が、旧

杉四小学校の校庭で、自転車安全利用

者講習会を受けました。危険な自転車

運転やトラックの巻き込み事故回避の

ための注意点をスタントマンの実演や

警察の方のお話により学びました。事

故に遭わないように、ぜひ、日々の交

通安全に生かしてください。 

11月20日(金) 4年生は自転車安

全教室を行いました。朝、家から自転

車を押して持ってきた児童もたくさん

いました。「右」「左」「右」「後ろ」の

安全確認の方法を学び、交差点に見立

てた場所で実践しました。もちろんヘ

ルメットは欠かせません。実際の道路

でも、安全運転でいきましょう。 

【お知らせ】 

すでにお知らせを配布しておりますが、高円寺東歩道橋の塗装工事が始まります。12月中は夜間工事で足場を組み

ますが、年明けの1月から3月にかけては通行止めになります。「高円寺北歩道橋」か「高円寺南歩道橋」をご利用

ください。 


