
 

 

 

 

 
                

「いのちの教育月間」に寄せて 
校長 高橋 浩平 

 5月 6月、9月 10月は杉並区の「いのちの教育月間」です。 

 現在、杉四小と杉八小、高円寺中は 3年後の施設一体型小中一貫校に向けて、いろいろ準備

を進めているのは、皆さんもご存じのことと思いますが、今回、学校だよりの巻頭言を「いの

ちの教育月間」に寄せてというタイトルで 3校の校長でリレーエッセイ風に書いてみました。 

 

 昨年度、杉四小学校の高橋校長先生のいのちの授業を参観させていただき、改めていのちの

教育を学校、そして社会全体で進めていくことの重要性を再認識させていただくことができま

した。一人一人の子どもに自分自身を大切に思う気持ちを育て、それぞれのいのちをかけがえ

のない存在として認め合い、尊重する人としての生き方を考えさせていきたいと思っています。 

（高円寺中校長 橋本 剛） 

 

 杉四小では６月１１日の土曜授業の日を道徳授業地区公開講座とし、「生命尊重」をテーマと

した道徳授業を公開します。昨年度は、各クラスで「いのちの授業」という名称で、人間の成

長・発達、命の大切さについて私も授業をしました。今年度もまた内容を変えて行う予定です。

「いのちにおかわりはない」「いのちはリセットできない」こと、いのちの意味を、子どもたち

には、くりかえし伝えていきたいと思います。        （杉四小校長  高橋浩平） 

 

 本校では、いのちの教育月間はもちろん、普段の授業の中でも命の大切さを感じ取らせてい

ます。生活科や理科の授業では動植物とのふれあいや飼育栽培を通して、また、道徳において

は「生命の有限性・連続性」について考えることを通して、生命を尊重する心を育んでいます。

また、親＆児の会の主催で「ヤゴ救出作戦」も行っていただき、毎年多くの子供たちが参加し

ています。日頃のちょっとしたことからでも命の尊さや大切さを考える機会とし、心を育てて

いきたいと考えています。                 （杉八小校長 黒川 雅仁） 

 

学校はそれぞれ違っても、同じ杉並の学校です。取り組みの方向性は同じです。とくにいの

ちの大切さを考え、自らの生き方を考えるということは３校でも大事に取り組みたい点だと考

えています。 

今年度、昨年度に増してさらに 3校の連携・協働を深めていこうと思っています。そのキー

ワードとして「チーム高円寺」を合言葉に合同研究会や交流活動を進めています。ぜひ 3校と

しての合同の取り組みも注目してみてください。これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

平成２8 年度 ６月号 

平成２8 年 5 月３１日 

杉並区立杉並第四小学校 

校  長   高 橋  浩 平 

６月の生活の目標 

◆◆健康な習慣を身に付けましょう◆◆ 

・うがい手洗いをしっかりしましょう。・ハンカチやちり紙を身に付けましょう 

・体育着や上履きを清潔にしましょう。・雨の日の遊びを工夫しましょう・ 

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。 



 

 

 

・５月２０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。毎週金曜日、年間１４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）・高橋先生（英語）・

斎藤先生（理科）・佐藤先生（音楽）与島先生

（体育）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、非日常的な水中で自由に体を動かしたり、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ので、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。 

※ 時間割は補助指導員の都合によ

り、変更される場合もあります。 

 

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様子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たり、自分の泳力をつかんだりできるように、水泳カード

を用いて検定試験を実施します。学習中に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と思います。 

 

 

 小中一貫教育について 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校時 月 火 水 木 金 

１・２ （２年） （６年） （１年） ５年 （４年） 

３・４ １年 （３年） ４年 ３年 ２年 

５・６  （５年）  ６年  

お知らせ 
 ○今年度も、スクールカウンセラーセラー
は東京都のスクールカウンセラーの窪寺 

りえか（くぼでら りえか）さんが担当

します。主に月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

談を行います。 

５年生には既に別紙にてお知らせして

おります。 

４年１組担任について 

５月末まで担任されていた 山元美智子 講師は体調不良のため退職されることになりました。 

６月１日から４年１組の担任は 島
しま

 裕美
ひろみ

 産休代替教員が担当します。どうぞ宜しくお願い致します。 



スクールカウンセラー・学習支援教員・支援員・ボランティアの紹介 
 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。 

                           

                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜学校評議員のご紹介＞                                   （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 本校アトムの会副会長 石川  直明 

はじめまして。４月より杉四小に参りました。杉並区は理科教育の充実のため、理科支援員

を配属しています。子どもたちが理科を楽しいなと感じる機会を増やすお手伝いができたらと

思います。よろしくお願いします。             （理科支援員 生地 美穂）                     

１、２年生の皆さんと算数の勉強をすることになり、うきうき、わくわく楽しい気持ちで

いっぱいです。算数の面白さを味わいながら、分かる喜びを大切に学習していきたいと思い

ます。宜しくお願いします。              （少人数講師 竹野 恵） 

保護者の皆様、こんにちは。昨年に引き続き、相談室におります。相談室では保護者の皆様

からの相談も受け付けております。「最近元気がないかも」「あまり話してこない」「学校でど

んなふうに過ごしてるのかしら」「勉強面が心配」など、何かお子様の様子で気になることが

ありましたら、ぜひお話を聴かせてください。お待ちしております。 

（東京都スクールカウンセラー 窪寺 りえか） 

 今年度もまた、杉四小の子どもたちのたくさんの笑顔に会えました。わかる・できるが楽

しくなるように、サポートしていきたいと思っています。宜しくお願いします。 

（学習支援教員 筬島 由美子） 

 昨年度２学期から、お世話になっております。ご家庭・地域・学校の支えの中で輝く子ども

たちそれぞれの成長や頑張りを見守り、応援できればと思います。 

（通常学級支援員 蕪山 静子） 

私は、東京都の教員を目指しています。毎週一回ではありますが、元気いっぱいな杉四小の

子どもたちからたくさんのことを教えてもらいながら、元気をもらっています。少しでも子ど

もたちの力になれるよう、精一杯頑張りますので宜しくお願いします。 

（学生ボランティア 高畑 恭太） 



作 

高円寺北二丁目町会長 槻木  克美 
高円寺北子供園ＰＴＡ会

長 

桑村   暁

代 

主任児童委員 金原  直美 青少年委員 杉本  昌代 

元高円寺スポーツクラブ会

長 
武藤  喬行   

 



朝会・集会

1 水

2 木 音楽朝会

3 金

4 土
5 日

6 月 全校朝会

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月 全校朝会

14 火

15 水

16 木 児童集会

17 金

18 土
19 日

20 月 全校朝会

21 火

22 水

23 木 おはスポ

24 金

25 土
26 日

27 月 全校朝会

28 火

29 水

30 木

☆牛乳は毎日つきます。

　　すぎしカレンダー　６月

麦ごはん　鮭の塩麹焼き　五色煮　どさんこ汁

キムチチャーハン　中華スープ　野菜のナムル
ミルクゼリーピーチソース

手作りシナモンロールパン　ポークビーンズ
コーン入りキャベツフレンチ

麦ごはん　あんかけ卵焼き　大豆とじゃこの甘辛揚げ
たくあんのごま炒め　煮びたし

スパゲティペスカトーレ　何でも千切りサラダ
洋梨のヨーグルトケーキ

あんかけチャーハン　ビーフンスープ　揚げそら豆

麦ごはん　ホキとコーンの揚げ煮　磯和え　豆腐のみそ汁

給食献立表

コーンライス　コフタカバブ　青のり粉ふきいも
野菜スープ　ミニトマト

土曜授業　学校公開
道徳授業地区公開講座
アトムの会すぎころ①

体力調査始　幼保小交流
（ザリガニ釣り２年）

小中一貫②

にんじんごはん　串カツ　野菜のごま和え　みそ汁

麦ごはん　いわしの揚げ浸し　五目きんぴら
シャキシャキ和え

豚飯　焼きししゃも　じゃがいものきんぴら　豆腐のすまし汁

カレーライス　じゃこサラダ　小玉すいか

メキシカンライス　フレンチポテト　トマトと卵のスープ
冷凍みかん

ゆかりごはん　あじフライ　野菜のごまじょうゆ
えのき入りすまし汁

鶏飯　きびなごのから揚げ　もやしと小松菜のからしじょうゆ
あじさいゼリー

照り焼きフィッシュバーガー　キャロットポタージュ
カリポリサラダ　メロン

６月 行事

麦ごはん　手作りのり佃煮　カレーコロッケ
ひじきスープ　美生柑

麦ごはん　かみかみふりかけ　油揚げの春巻き
もずく入りみそ汁　さくらんぼ

　社会科見学（４年）　PTA試食会

　避難訓練　委員会③

音楽鑑賞教室（５年）午後

縦割り集会　水泳指導始

学校公開　セーフティー教室（５年）
腎臓検診３次（セシオン杉並）

　クラブ③　理科出前授業（６年）

自転車安全利用教室（４年）

　口腔保健指導（３年）

体力調査終わり
弓ヶ浜移動教室前日検診（６
年）

セーフティー教室（１～４年）　

弓ヶ浜移動教室（６年）

弓ヶ浜移動教室（６年）

　弓ヶ浜移動教室（６年）

※今年度初回の給食費引落日は6月7日(火)です。口座の残高をご確認下さい。

青菜ごはん　豚肉の生姜焼き　野菜の煮物　呉汁

　クラブ④

同窓会入会式

小中一貫③　（子供園試食会）

定期健康診断終わり 冷やし中華そば　蒸しとうもろこし　フルーツクラフティ

チンジャオロースー丼　わかめスープ　枝豆

梅とじゃこのおにぎり　鶏肉の西京焼き　きゅうりのひと塩
けんちん汁


