
子ともたちの笑顔のあふれる学校に
校長　　達見　公子

春本番を迎え､平成23年度がスタートいたしました｡

先月1 1 E)に起こった乗北地方太平洋沖地裏と津波で亡くなられた方々に､哀悼の意を心よ

り捧げます｡また､被災されたり原発の影響で避難地域となったりした皆様には､心よりお

見舞い申し上げます｡

今年度本校は､創立87周年を迎えます｡こ入学･ご進学､おめでとうございます.心よ
りお祝い申し上げます｡

本校の特色でもある平成1 7年度から始めています施設一体型での幼小連携教育も幼稚園

が｢高円寺北子供薗｣に名称が変更になりましたが､引き続き実施していきますので､よろ

しくお願い申し上げます｡ただし､夏季休業中に大規模工事の予定が入っておりますので､

2学期からは現在の2階スペースから北側1階のコモンスペースと旧4年1組の教室を｢高

円寺北子供匪｣として､移設いたしますので合わせてよろしくお願いします｡

また､平成1 9年度からの高円寺中学校との小中一貫教育の試行をしていますが､今年度

も高円寺中学校と｢施設一体型の小申一貫教育校における校内組織(指導組織･運営組織)

の在り方｣で課抜研究指定校となりました｡ますます確かな手応えを実感しながら､小中一

貫の在り方を探っていきたいと思います｡年度末に6年生と中学校3年生が合同で制作した
｢四季の壁画｣も3年分に各拡充し､高円寺中学校のアフロ-チを華やかに飾ってくれてい

ます｡今年度も両校で力を合わせて､引き続きすすめて参りますので､よろしくお願いしま

す｡

さて､ 3月に2 1名の卒業生がそれぞれに小学校生活の思い出と将来への大きな夢を胸に

秘め､巣立っていきました｡また､本日､新1年生35名(1学級)が入学し､全校児童は
255名､ 1学級減の9学級になりました｡下記の学校教育目標の達成を目指して､いつも

子ともたちが笑顔いっぱいで､教育活動に取り組めるように努力していきたいと考えており

ます｡

<学校教育目標>

自然休験･社会体験を重視し､地域･隣人を愛する温かい人間性を培い､人権尊重の精

神に徹し､国際社会の変化に蓬しく対応できる､心身ともに健全な子どもの育成を期して･

次の目標達成に努める｡
◎よく考えてやりぬく子とも 
○すすんで体をきたえる子とも 

○明るく思いやりのある子とも 

今年度も教職員-同一丸となって学校教育の充実に取り組んでいきます｡保護者･地域

の皆様には､本校の教育活動にこ理解とこ協力の程お願い申し上げます｡

○保護者会　4月12日(火)⊂1年〕〔2年〕 14:50-16:∞
4月14日(木) 〔3年〕 〔4年〕 14:50-16:(X)

4月26日(火) 〔5年〕 ⊂6年〕 14:50-16:00

0本年度の主な行事(土･日曜日実施のもの)
･運動会10月　2日(冒)　*10月3日(局)振替休業日

･学習発表会11月4日(金)･5日(土) *振替休業Bはなし

･道徳投棄地区公開講座9月1 7日(土) *振替休業Bはなし

於各教室



平成2 3年度教職員等について 杉並区立杉並第四小学校

*銘食調理業務委託:(樵)馬測商事(印南　英夫･E沖　茂美･長谷見　静子･阿部　邦子･桜庭　牧子)

*常駐警戒業務委託(校門警備) : (樵)帝都防災　飯塚　筈茂

*校庭開放指導員:池Eil　実･吉田　忠司

※尚､榛井　節子主任教諭は､ 1学期病体｡寺田　葉子教諭は､五十軌こ姓が変わりました｡

〔転出等〕

副校長

教　書爵

嘱託員

栄養土

着備パート

警備パート

副校長

主幹教諭

主任教諭

都栄集士

〔転入等〕

EE)中　孝宏

菊池　いずみ

田中　悪美子

新堀　等満子

吉田　忠司

加藤　貞夫

江乗区立集二亀戸小学校長に昇任

三鷹市立美田小学校へ

退職

任期満了

退職

退職

今書　直樹　　東京都多摩教育事務所持等王事より昇任

藤永　原子　　主任教諭より昇任

古津　隆僑　　教諭より昇任

古田　香持　　病休より復帰

学級補助教員　　高貴　ゆう　　新規採用

学級補助教員　　　　　　　　新規採用

着席パート　　阿曽　常吉　新規採用

警備パート　　福田　　繁　新規採用



教室配養(1学期のみ)

生　活　時　轟　表
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すぎしカレンダー　4月

学校行事 �*����橙�日 况｢�給食献立表 

1 仞�� 

2 �7�� 

3 �?｢� 

4 佇�� 

6年前巳登校 ��5 ��� 

始業式入学式 ��6 ��R� 

給食始 ��7 冦��菜の花こはん.じゃがいものみそ汁.鶏肉の生妻焼き, 

かぶのひと塩 

8 仞��むきごほん､メルルーサのみそマヨネーズ.千切りイ 
リチ-.もやしとほうれん革のこまじようゆあえ 

9 �7�� 

10 �?｢� 

委員会活動 ��8ﾕ｢�ll 仂r�キムチチャーハン.トツクスープ.野菜のナムル.ク 

安全指導点検 劔レ-プゼリー 

1,2年保護者会 ��12 ���むきごほん.和風ハンバーグ.じゃがいものきんぴら. 

野菜のピクルス 

2.3年ピンテープ配布 ��13 ��R�肉うどん.ポテトたこあげ.くだもの 

3.4年保護者会 �乂��14 冦��麻婆ライス.わかめスープ.乳ない豆腐 

15 仞��むきこはん.手作りふりかけ.ポテトコロッケ.野菜 
のみそしる.くだもの 

16 亦�� 
17 之｢� 

避難訓練ビンテプ提出 地域訪問始 ��8ﾕ｢�18 佇��ひじきこはん.豚汁.いかの松笠焼き.くだもの 

1年給食始 1.2年視力聴力 ��19 ���ホットロールパン.ホワイトシチュー.くだもの 

1.2.3年歯科 ��20 ��R�エビドリア.ひじきスープ.筆風きゅうり 

眼科(全学年) 1年生を迎える会 佗ﾘ*h.����ﾖﾆﾈ���#ﾒ�21 冦��カレーライス.白玉フルーツポンチ 

1年交通安全教室 ��22 仞��チキンライス.キャベツと肉団子のス-プ薫.くだも 

の 

学校公鱒 ��23 �7�� 

24 �?｢� 

クラブ活動 ��8ﾕ｢�25 佇��むきこはん.藍のホイル焼き.あいませ.もやしと小 

松葉の幸手醤油あえ 

5.6年保護者会 ��26 ���二色パン.トマトシチュー.青葉のサラダ 

4.5.6年歯科 ��27 ��R�スパゲティミートソース.サウピ力ンサラダ.くだも の 

耳鼻科(全学年) 亶�r�28 冦��たけのこごほん.焼きししゃも.のつペい汁.春色ゼ 

地域訪問終 劔lJ- 

29 仞�� 

30 �7�� 

※今年度初国の滝食費引落日は､ 5月7日です｡口座の残高をこ確認下さい｡ ☆牛乳は毎Ejつきます｡


