
 

 

 

 

 

                

いのちの教育月間 

     校 長  高橋 浩平 

                     ６月です。保護者の皆様には日頃より学校の教

育にご支援・ご協力いただきましてありがとうご

ざいます。各ご家庭での支えを強く感じています。

今後も家庭・学校で連携しつつ、子供たちを真ん

中においた教育を進めていきます。 

６年生は１～３日と弓ヶ浜移動教室です。最上

級生として小学校生活のよい思い出になるよう

に充実した活動をしていきたいと思います。 

                      さて、杉並区では５月・６月と９月・１０月を

「いのちの教育月間」とし、生命の大切さや人生

のかけがえのなさを実感する道徳の授業及び体

験活動等の取組を実施することにしています。 

最近では、「いのちの大切さ」を軽視するような殺伐とした事件が報道されています。またゲ

ームやバーチャルなネット上でのやりとりの中で、あたかもいのちもリセットできるような感

覚になっている様子も見受けられます。そういう状況だからこそ、改めて「いのちの大切さ」

を子供たちに伝えていく必要性を感じています。 

杉四小では、全校朝会で校長、副校長が「いのちの大切さ」について話をしました。また、

６月の道徳授業地区公開講座では、「生命尊重」をテーマとした道徳の授業に取り組むことにな

っています。１年生が井の頭公園の遠足でモルモットと触れ合ったり、毎月の避難訓練で「自

分のいのちは自分で守る」と話していることも、いのちの教育の一環です。 

そして、いのちの教育の一つとして私も授業をすることにしました。５月にはさっそく、１

年生に授業をしました。 

拙い授業ですが、教員時代に「いのちの授業」という名称でやってきたものをベースに、学

年の段階も考えながら授業を組んでみました。子供たちが「いのち」について考えたり、自分

を振り返ったりする機会になればと思います。 

６月１１日（木）～１３日（土）まで、学校公開となります。お忙しいとは思いますが、ぜ

ひ学校に足をお運びいただき、授業を見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

平成２7年度 ６月号 

平成２7年 5月３０日 

杉並区立杉並第四小学校 

校  長   高 橋  浩 平 

１学期の生活の目標 

◆◆あいさつをしよう◆◆ 
給食の月目標（6 月）    

◆◆衛生に気を付けて食事をしましょう◆◆ 
・正しく手を洗いましょう。・清潔なハンカチ、ランチョンマットを用意しましょう。 

「いのちについて」道徳の授業風景（1 年生） 



 

・５月１５日（金）今年度第１回目、５・６年

生の中学校での生活が始まりました。当日は

対面式が行われ、中学生と中学校の先生方と

顔合わせをしました。（詳しい様子は学校ブロ

グに掲載しています。） 今後、毎週金曜日、

年間２０日の高円寺中での小中一貫教育を予

定しています。 

・今年度高円寺中の、井上先生（国語）・守屋先

生（算数）・片山先生（社会）・佐藤先生（英

語）・袴田先生（音楽）に授業に関わっていた

だきます。 

６月９日スタート 安全で楽しい水泳学習を！ 
 水泳学習は、水中で自由に体を動かして遊んだり、泳いだりするもので、子供たちが毎年楽

しみにしている学習です。しかし、一歩間違えば命の危険につながります。安全に水泳学習が

できるように万全の体制を整えるとともに、子供たちへの安全指導を徹底していきます。保護

者の皆様にも特段のご協力をお願いいたします。 

【水泳学習の予定】 

※（  ）内は予備の割り当 

  てです。 

※ 時間割は都合により、変

更する場合もあります。

ご了承ください。 

授業は各学年で実施します。指導は、担任２名と補助指導員２名の４人体制で行います。ま

た、指導者の役割分担の徹底、気温や水温、水質検査、プール内の点検、水深の調整など、十

分な安全・衛生管理を行いながら指導していきます。 

【子供たちのめあて】 

 子供により水慣れの状況や泳力は異なりますが、基本的に、次のめあてを基に指導計画を立

てます。 

  低学年・・・プールでのきまりを守り、水に慣れ、楽しく水遊びができる。 

  中学年・・・安全に気をつけ、浮く・泳ぐ運動ができる。 

  高学年・・・クロールや平泳ぎを続けて長く泳ぐことができる。 

本校は、６年間を通して子供たちが目標を立て、取り組み、自分の泳力を把握できるように、

杉四小独自の水泳カードを用いて検定を実施します。授業で２～３回、夏季水泳教室では２回

実施の予定です。 また、泳力だけではなく、水泳前後の準備運動やシャワー、十分な水慣れ

など、安全に水泳をするための心得を学びます。さらに、高学年は着衣泳を実施し、水の事故

から身を守る方法や簡単な救助法も学びます。 

 学校以外でも、プールや海水浴など、家族で水に親しむ活動に取り組んでいただき、安全に

気をつけて楽しく水泳をする態度を身に付けさせてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校時 月 火 水 木 金 

１・２ （２年） （６年） （１年） ５年 （３年） 

３・４ １年 （４年） ３年 ４年 ２年 

５・６  （５年）  ６年  

小中一貫 

ﾆｭｰｽ 

お知らせ 
 ○今年度、スクールカウンセラーセラーが

かわりました。都のスクールカウンセラ

ーは、窪寺 りえか（くぼでら りえか）

先生、区のカウンセラーは、安達 可奈

先生です。月曜日と火曜日に杉四小で勤

務します。相談がありましたら遠慮なく

お声かけ下さい。また、スクールカウン

セラーは「スクールカウンセラー便り」

も発行しています。こちらも御覧くださ

い。相談室直通電話は、 

０３－３３３９－５２７３です。 

ご活用ください。 

○東京都教育委員会の取り組みとして、ス

クールカウンセラーが５年児童全員と面

談を行うことになりました。５年生には

別紙にてお知らせします。 

教育実習が始まりました 
   今年度も杉四小で教育実習生が学びます。馬場 日菜子（ばば ひなこ）さんです。５月２５日～

６月１２日までの３週間、小学校の教員を目指し、１年１組（橘学級）を中心に実習をします。 

どうぞよろしくお願いします。  



スクールカウンセラー・学習支援教員・サポーターの紹介 
 学校は教員だけでなく、様々な方々にご協力いただいて教育活動をしています。 

紹介します。 

                           

                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校評議員のご紹介＞ 
    今年度は、１１名の方々に学校評議会委員をお願いいたしました。本校の学校経営や教育
について、それぞれの立場や視点からご示唆をいただきます。よろしくお願いいたします。               

（敬称略） 

杉四小同窓会会長 青山    亨 元ＰＴＡ会長 久保田潤一 

高円寺北庚申文化会会長 亀田  幸雄 本校ＰＴＡ会長 久米  正洋 

高円寺北一丁目町会長 髙田  芳作 本校アトムの会会長 西口  修弘 

高円寺北二丁目町会長 槻木  克美 高円寺北子供園ＰＴＡ会長 松下  要子 

主任児童委員 金原  直美 青少年委員 金井  美子 

元高円寺スポーツクラブ会長 武藤  喬行   

子どもたちの「わかった！」「できた！」の笑顔が増えるよう頑張っていきたいと思います。

宜しくお願いします。 

（学習支援教員 筬島 由美子） 

今年からスクールサポーターとしてお世話になっている、東京学芸大学カウンセリング専攻

２年の石原夕夏と申します。子どもたちの活発な姿に元気をもらいながら、自分も経験を積ん

でいきたいと思いますので、宜しくお願い致します。（スクールサポーター 石原 夕夏） 

                    

 今年からスクールサポーターとしてお世話になります。東京学芸大学総合社会システム専

攻の荒木 香里と申します。子どもたちとたくさん関わり、一緒に成長していきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。         （スクールサポーター 荒木 香里） 

 今年度から杉四小に参りました。 

校舎内で会う子どもたちの笑顔や元気な姿にいつも元気をもらっています。子どもたちの学

校生活が楽しく、元気いっぱいなものになるよう、先生方や保護者の皆様のお力をお借りし

ながら、一緒にサポートしていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

（東京都スクールカウンセラー 窪寺 りえか） 

 はじめまして。４月よりスクールカウンセラーとして杉四小でお世話になっております。

杉四小のことはまだ分からないことも多いですが、子どもたちの学校生活がますます楽しい

ものとなるよう、相談活動に力を入れていきたいと思います。宜しくお願いします。 

（杉並区スクールカウンセラー 安達 可奈） 



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

☆牛乳は毎日つきます。

弓ヶ浜移動教室（６年）　

心臓検診２次予備日

体育朝会

音楽鑑賞教室（５年）

体力調査終わり　水泳指導開始
委員会

避難訓練　セーフティー教室（１～３年）

クラブ　理科出前授業（６年）

自転車安全利用教室（４年）

土曜授業　学校公開　道徳授業
地区公開講座

社会科見学（４年）

児童集会

クラブ

　　すぎしカレンダー　６月

カレーライス　じゃこサラダ　小玉すいか

麦ごはん　鮭の塩麹焼き　肉じゃが
小松菜ともやしの辛子醤油和え

チンジャオロースー丼　ニラたまスープ　枝豆

麦ごはん　串カツ　野菜のごま和え
じゃが芋のみそ汁

みそラーメン　切り干しときゅうりのごま酢和え
フルーツクラフティ

あんかけチャーハン　ビーフンスープ　揚げ空豆

きな粉豆乳トースト　ベジタブルシチュー
キャベツとコーンのサラダ

給食献立表

メキシカンライス　フレンチポテト　トマトと卵のスープ

学校公開　口腔保健指導（３年）
セーフティー教室（５年）

学校公開　教育実習終わり

６月 行事

梅とじゃこのおにぎり　鶏肉の西京焼き　どさんこ汁
きゅうりの一塩

麦ごはん　のりの佃煮　大豆入りコロッケ
ひじきスープ　メロン

麦ごはん　豚肉の生姜焼き　野菜の煮物　群雲汁

手作りウインナーパン　ポトフ　野菜のピクルス
さくらんぼ

コーンライス　コフタカバブ　青のり入り粉ふき芋
ミニトマト　野菜スープ

麦ごはん　ホキとコーンの揚げ煮　煮びたし
野菜のみそ汁
かみかみわかめごはん　あんかけ玉子焼き
大豆とじゃこの甘辛揚げ　しゃきしゃき和え
たくあんのごま炒め

豚飯　焼きししゃも　せいだのたまじ　卵のみそ汁

梅わかごはん　いわしの揚げ浸し　五目きんぴら
あじさいゼリー
麦ごはん　ハンバーグ　何でも千切りサラダ
コンソメスープ

※給食費引落日は6月8日(月)です。口座の残高をご確認下さい。

小中一貫　給食試食会

学力を図るための調査（５年）

麦ごはん　あじの南蛮漬け　ひじきの磯煮
けんちん汁

冷やし中華そば　蒸しとうもろこし　スイートパンプキン

鮭と枝豆のチャーハン　ジャンボしゅうまい
わかめスープ　冷凍みかん

縦割り班集会

小中一貫

富士学園事前健診 鶏飯　きびなごのから揚げ　小松菜の梅醤油和え
水無月


