
 

創立 90 周年記念行事を終えて  

  副校長  茂呂 みゆき  

11 月 15 日の本校創立 90 周年記念行事当日は朝から好天に恵まれ、天も杉四小の創立 90

周年を祝っているかのようでした。早朝から町会、商店会、PTA の方々が杉四小に集い、教

職員と共に式典と祝賀会の準備をしてくださいました。その光景はこの 90 年間、杉四小の

子どもと教職員、保護者、地域が一つになって学校を作り上げてきた歴史を象徴している

ようにも見えました。 

お陰をもちまして本校創立 90周年記念式典並びに記念祝賀会をつつがなく終えることが

できました。事業を実施するにあたり、杉並区、杉並区教育委員会にご協力をいただきま

したことを、厚く御礼申し上げます。また、創立 90 周年実行委員会の青山亨会長を中心に

同窓会、町会、商店会、PTA が一丸となって事業の準備してくださいました。ここに深く感

謝申し上げます。  

さて、子どもたちは本校創立 90 周年に巡り合わせ、記念行事を経験しました。記念行事

を通し、子どもたちは杉四小の 90 年の歩みに触れ、地域や関わってきた方々の思いを知る

ことができました。更に大勢の方々の前での発表経験が、子どもたちを大きく育てました。 

90 周年記念式典の後半で、各学年が「祝いの言葉」を発表しました。子どもたちは 13

日に児童向けの発表、14 日には保護者向けの発表、そして、15 日の 90 周年記念式典で来

賓の方々の前で発表しました。リハーサルを入れるとステージに立って本番通りに発表し

たのは合計 4 回になります。私はこの 4 回の発表を最初の回からずっと見てきました。感

心したのは回を追うごとに子どもたちの発表が胸に迫るものに仕上がっていったことです。

リハーサルでは、大きな声が出せなかったり、早口になってしまったりした子も、15 日の

記念式典では実に堂々と発表しました。はつらつと、表情豊かに言葉を述べている子ども

の姿。胸に響くハーモニー。私は耳と目と心で子どもたちの発表を感じ、熱いものがこみ

あげました。  

感動したのは発表だけではありません。実は発表中、練習時には予想しなかったハプニ

ングが起こりました。進行役の 6 年生がセリフを言おうとした時のことです。練習の時の

ように話そうとしたその子は、マイクが使えないことに気が付きました。とっさにマイク

を使うのをやめ、大きな声でセリフを言い始めました。そして、その次に話す子も、また

次に話す子もマイクを使わず、何事もなかったかのように言葉を続けました。観客を意識

した練習を積み重ねてきたからこそとれる、素晴らしい臨機応変の対応でした。 

出番を待つ態度やステージへの出入りの様子も見違えるほどよくなりました。  

90 周年記念行事を通して相手意識をもった発表、観客への心配り、周囲を気遣う気持ち

等が育っていました。 

90 周年記念式典で発表した「祝いの言葉」はどの学年も１カ月近くかけて練習をしまし

た。運動会が終わってすぐに 90 周年記念行事の練習に取り組むことは、子どもたちにとっ

て決して楽なものではありませんでした。皆様に観ていただける発表作品に仕上げるには

それなりの努力を要します。エネルギーも使います。けれどもその結果、子どもたちは普

段の生活だけではできない成長を遂げました。時間をかけた取り組み、ひたむきな努力が

子どもたちをひと回り大きくしたのです。 

本校創立 90 周年記念行事は終わりました。私は今、90 周年記念行事を通して、子ども、

教職員、保護者、地域が更に固く結ばれたこと、高円寺の町に一層の愛着をもったことを

強く実感しています。そして今日から、新しい未来に向けてスタートです。  
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各委員会、各クラブの委員長・部長（６年生）が今年度の活動について紹介します。 

 

〈計画委員会〉 計画委員会は、運動会、ふれあい集会などの様々な学校行事でスローガン作成や司会進行

など、全校の中心となって活動しています。今年は 90 周年を意識して行事を盛り上げていけるように協力し

あいながら活動しました。 

〈集会委員会〉 私たち集会委員会はみんなが楽しめるような集会を考え、司会進行などを行います。今年

から「中休み集会」という取り組みをはじめました。第１回目はイントロクイズを行いました。これからも

委員長として、みんなをまとめていきます。 

〈環境委員会〉 ぼくたち環境委員会は、学級園の生き物の世話と水槽の金魚のえさやりなどをしています。

心がけていることは、これからも生き物を大切にしていくことです。 

〈放送委員会〉 放送委員会は、主に朝や昼の放送、朝会でのマイクの出し入れなどをしています。朝や昼

の放送は「忘れずに、時間を守ってはっきりした言葉で放送する。」ということを目標に取り組んでいます。 

〈保健委員会〉 ぼくたち保健委員会は、毎日冷水器の水質検査や、毎週水曜日の朝、ハンカチ、ティッシ

ュ、爪切りの検査をしています。その他、保健室にあるクイズや表、全校朝会の時のお知らせなどを伝えて

います。 

〈図書委員会〉 図書委員会では、楽しい劇をしたり、ポスターや本の帯を書いたりする仕事をしています。

児童のみなさんには面白い本を紹介し、本を読むことを楽しんでもらえるように頑張っています。 

〈体育委員会〉 「みんなが運動を好きになるように頑張る。」という目標を立て、体育倉庫の掃除や、おは

スポの準備、トレスポの計画などに取り組んでいます。みんな仲良く楽しんで活動しています。是非、体育

を好きになってください。 

 

 
 

〈屋外スポーツクラブ〉 ぼくたち屋外スポーツクラブでは、サッカーや野球などの、外で行うスポーツを

しています。クラブのめあては「全員で楽しくスポーツをすること」です。めあての通り、毎回楽しく汗を

流しています。クラブの中で、サッカーがとても人気があります。これからも仲良くスポーツを楽しんでい

きます。 

〈室内スポーツクラブ〉 私たち室内スポーツクラブでは、バスケットボールやバトミントンなどをやって

います。今年の目標は、4 年生から 6 年生まで仲良く活動することです。目標のように、みんな仲良くケン

カがないように活動しています。 

〈理科クラブ〉 理科クラブでは、理科の実験をしています。例えば、ろうそくの燃焼実験や静電気を起こ

す実験などをしています。危険がなく楽しめるので、みなさんも是非入って、理科の楽しさを感じてくださ

い。 

〈パソコンクラブ〉 パソコンクラブでは、ローマ字のうち方の練習をはじめ、カレンダー作りや名刺作り

などを行っています。また、インターネットを使って様々なことを調べています。みんな楽しくクラブ活動

をしています。 

〈手作りクラブ〉 手作りクラブでは、裁縫と料理を行います。裁縫では人形やブックカバーなど自分の作

りたいものを作ります。また、料理ではクレープやホットケーキなどを作ります。作った後には全員でおい

しくいただく楽しみもあります。 

〈ダンスクラブ〉 ダンスクラブはダンスの好きな人が集まっています。1 年に 2 回、ダンスの発表をして

います。ダンスが得意な人が教えているので、ダンスが得意でない人でも楽しく踊ることができます。 

〈マンガ・工作クラブ〉 マンガ工作クラブでは、マンガをかいたり、小さいブロックなどで工作をして、

みんなの想像力を生かした作品を作っています。個性があって、いろいろな工夫のある作品をたくさん作っ

ています。全員が力を合わせて頑張っています。 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

食堂で 感謝の気持ちで いただきます 

森の中 自然と風の カーニバル 

今ちゃんと 登ってすべっても がんばった 

号泣だ やっぱり怖い きもだめし 

作るんだ まわりに池を 富士山が 

たくさんの 感謝でつながる 富士学園 

汗かいて 山の頂 とどいたよ 

山登り みんなで足を おさえてる 

高座山 みんなで登って 気持ちいい 

温かい ほうとう食べて ほんわかと 

感謝する いつも見守る 家族たち 

間に合った みんなで行動 ５分前 

八海や 水族館は 湧水だ 

チカチカだ 闇夜を照らす 火の子だち 

ふとんたたみ みんなでやれば ちょちょいのちょい 

みなさんに 感謝の気持ちを 伝えたい 

食べ物を 作ってくれる ありがたみ 

ほうとうは みんなで作って 美味しいな 

後ろから 励ます声が 聞こえます 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いい体験 ほうとう作り よくできた 

富士学園 楽しい思い出 ３日間 

富士学園 ３日間が 思い出だ 

つらかった あせがだくだく 高座山 

布団しき 一人でやると ぐちゃぐちゃだ 

ほうとうの コシを出すには 力入る 

協力し みんなで登った 高座山  

草の道 忘れられない 思い出だ 

協力は すごく大切 成果出た 

富士学園 学んだことを 生かしてく 

家の人に 毎日感謝が あふれでる 

宿の中 注意し合って 助け合う 

食堂で 夜まで仕事 感謝です 

３日間 富士学園で 笑ったよ 

体験で 楽しく過ごす 富士学園 

富士学園 両親の気持ち 感じたな 

富士学園 みんなの思い つまってた 

食堂で 感謝の気持ちが あふれ出す 

富士山み つかれた体を いやしてる 

私達 いろんな人に 感謝だね 

ありがとう 支えてくれた 人たちへ 

 

 

 

移動教室のご協力ありがとうございました。 

楽しかった移動教室の様子を、５年生が川柳にしました。 

 



朝会・集会

1 月

2 火

3 水

4 木
5 金
6 土
7 日
8 月
9 火
10 水
11 木

12 金

13 土
14 日
15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月
30 火
31 水

※今月の給食費引落日は　12月　8日(月)　です。牛乳は　24日(水)　以外、毎日つきます。

リザーブ・セレクト給食♪
終業式
冬期休業日始

給食終了

行事
シーフードピラフ　ブルガリアのムサカ　野菜スープ

麦ごはん　かわりコロッケ　あいまぜ　みそ汁

わかめごはん　揚げだし豆腐のきのこあんかけ
ひじきの磯煮　みみ汁

ほうとう　肉まん　もやしと小松菜のごま醤油和え

ビーンズカレーライス　カリカリ油揚げのサラダ
菊花みかん

4年1組のリクエスト給食♪

4年2組のリクエスト給食♪

麦ごはん　和風ハンバーグ
ほうれん草ともやしの磯和え　さつま汁

天皇誕生日

　　すぎしカレンダー　1２ 月

えびとチキンのドリア　白菜スープ　大根の香り漬け

麦ごはん　鰆の辛子みそ焼き　里芋のそぼろ煮
えのき卵汁

クッパ　白菜のゆず風味和え　フレンチポテト

手作りハイジの白パン　マカロニのクリーム煮
ブロッコリーのピクルス

ビビンバ　春雨スープ　大根のゆかり和え

ししじゅうしい　焼きししゃも　イナムドゥチ　りんご
カレーピラフ　パリパリサラダ　チリコンカン

給食献立表

麦ごはん　ゼリーフライ　切り干し大根の煮付け
ひじきスープ

委員会発表集会

小中一貫

12月

5年社会科見学

児童集会

委員会活動

保護者会（1，2年）

避難訓練

保護者会（5，6年）

クラブ活動

保護者会（3，4年）
開校記念日

連合図工展終　図工展見学（4年）

土曜授業　連合図工展始

給食の月目標（１２月）
◆感謝の気持ちで食事をしましょう。

・感謝の気持ちをもって食べましょう。・食前食後のあいさつをしっかりしましょう。

・「いただきます」「ごちそうさま」の意味を考えましょう。


