
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

２０３０年の子供たちは  

校長 高橋 浩平  
 ９月２５日、お天気にも恵まれ、無事運動会が終了しました。保護者や地域の皆様には、運

動会でのご協力ご支援、また当日の応援等、ありがとうございました。高円寺中、高円寺北子

供園とともにおどる「阿波おどり」、高円寺地区の杉四小独特の風景だと感じました。江戸っ子

連、若駒連の皆様にも大変お世話になりました。ありがとうございました。  

 さて、現在、新しい学習指導要領を作成するために中央教育審議会で議論がされています。

この９月に「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」が出されました。この「審

議のまとめ」は、「２０３０年の社会と、そして更にその先の豊かな未来において、子供たちが

よりよい人生とよりよい社会を築いていくために、教育課程を通じて初等中等教育が果たすべ

き役割を示すことを意図している」と書かれています。  

 ２０３０年、それはいったいどんな様子なのでしょうか。リオデジャネイロのオリンピック

が終了して４年後、２０２０年に東京オリンピックが開かれます。その１０年後、というと、

意外に２０３０年は身近なものなのかもしれません。一方で、ここ数年の技術の進歩を見ると、

どんどん新しい変化があるような気もします。  

 さきほどの「審議のまとめ」にはこのように書かれています。  

 「とりわけ最近では、第４次産業革命ともいわれる、進化した人工知能が様々な判断を行っ

たり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会や生活

を大きく変えていくとの予測がなされている。“人工知能の急速な進化が、人間の職業を奪うの

ではないか”“今学校で教えていることは時代が変化したら通用しなくなるのではないか”とい

った不安の声もあり、それを裏付けるような未来予測も多く発表されている。」  

 その未来予測には「子供たちの６５％は将来、今は存在していない職業に就く」「今後１０～

２０年程度で、半数近くの職業が自動化される可能性が高い」「２０４５年には人工知能が人類

を超える」などの話が言われています。  

 では将来、人工知能が先生にとって代わるのでしょうか。「人が人を教える」「人が人を育て

る」「人が人をケアする」といったクリエイティブな仕事はなかなかとって変われないだろう、

ともいわれます。  

だからこそ、なおのこと、私達学校の教員は２０３０年の子供の姿を想像しつつ、新しい学

びにも取り組まなければなりません。求めていくものは子供たちの「対話的・主体的で深い学

び」です。  

 既に杉八小・高円寺中とともに三校で算数・数学のペア学習に取り組んでいるのも、その一

環です。また、杉四小の開校記念日を祝い、いままでの文化・伝統を継承するという側面から

「すぎし俳句まつり」を新たに行うことにしました。地域・保護者の方にも参加していただき

ながら、２０３０年を見すえて全児童で俳句に取り組みたいと思います。  

１０月は子供園の運動会、高円寺中のわくわくフェスティバルもあります。実りある１０月

にしていきたいと思います。  

 

 

平成２８年度１０月号  

平成２８年９月３０日  

杉並区立杉並第四小学校  

校 長   高  橋 浩  平  

生活目標（１０月）  
◆友だちと仲良くしよう。  
 ・声を掛けあって遊び仲間に入れてあげよう。・人の嫌がることは言わないようにしよう。  
 ・内遊び、外遊びのきまりを守ろう。・安全な遊び方を工夫しよう。  
給食の月目標（１０月）  
◆食器を正しくあつかいましょう。  
 ・正しく食器やはしをならべましょう。・正しくはしを持ちおわんは手に持って食べましょう。 

  ・正しく食器やはしを片付けましょう。  ・食器をていねいにあつかいましょう。  



 

 

 

  

栄養士 服部 悦子 

 

食育の基本はおいしく楽しく食べること。杉四小では、毎日の給食調理に力を入れています。手作り

をモットーに、素材の味を生かした調理を心掛けています。例えば、だしを丁寧にとること。だしをし

っかりとれば、薄味でもおいしく食べられます。他にも、時間を逆算して温かいものは温かく、冷たい

ものは冷たく、適温で提供できるようにしています。ほぼ月１回の手作りパンや行事の際のお弁当給食

など、いつもより手がかかる献立のときも、調理師さんたちが朝早くから頑張ってくれ、満足いく仕上

がりになっています。そして、おいしさはもちろんですが、 

衛生や安全にも十分気をつけて作業をしています。そのお 

かげで子どもたちはもちろん、試食会にご参加いただいた 

保護者の皆さまからも、毎回好評の声をいただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪食育授業について≫ 

杉四小では、食に関する指導を計画的に進めています。1学期は 1・2年生の生活科で「グリンピース

のさやむき」「空豆のさやむき」「枝豆もぎ」「とうもろこしの皮むき」を行いました。また、5年の家庭

科で「だしの力」（味の素 出前授業）を行いました。2学期・3学期も食育の授業を実施する予定です。

授業の様子は給食だより等でお伝えしますので、ぜひ、ご家庭で話題にしていただき、子供たちの活動

の様子を聞いていただけると幸いです。 

 

★2学期以降の食育授業計画（９月末現在、他の学年も、担任と相談しながら、今後実践していく予定

です。） 

  1年・・・感謝の気持ちをもって「いただきます！」 

  4年・・・骨って大切（㈱明治 食育セミナー） 

食育は学校でも積極的に行っていますが、ご家庭で学ぶことの方が多く 

あります。朝食を食べる・規則正しい食事など、生活習慣を整えるところ 

から始め、家族の団らんや食事の楽しさを教えてあげてください。お手伝 

いを通して、食べ物や食べることに興味をもつ機会を与えることも大切です。 

さまざまな食材・料理を経験し、食体験を増やしていきましょう。 

食育は生きる上での基本

であり、知育・徳育・体育

の基礎となるものです！ 

先日実施したお弁当給食 

毎月恒例の手作りパン。９月はナンを

作りました。 

ふわふわの焼きあがりでした。 



食欲の秋 毎日おかわりをしたい。

スポーツの秋 運動をいっぱいする。

スポーツの秋 サッカーで走って体力をつけたいです。

音楽の秋 詩をいっぱいおぼえたいから。

スポーツの秋 プールでごうかくできるようにがんばりたい。

スポーツの秋 いっぱい運動する。

食欲の秋 ごはんを残さず食べる。

スポーツの秋 サッカーの練習をがんばる。

マラソンの秋 もっとはやく走りたい。

読書の秋 ２０冊以上本を読む。

勉強の秋 漢字テストで１００点をとれるように毎日復習をしたい。

音楽の秋 音楽が好きだから。

勉強の秋 ３年後の中学の試験にむけて勉強したい。

スポーツの秋 いっぱい運動して元気になりたい。

読書の秋 毎日５冊以上本を読む。

スポーツの秋 毎日練習をして体を強くする。

食欲の秋 いっぱい食べて、いっぱい運動する。

健康の秋 たくさん運動をしたい。

スポーツの秋 いっぱい練習をする。

スポーツの秋 雨じゃないときは外で遊ぶ。

食欲の秋 健康な体になりたい。

食欲の秋 給食をいっぱい食べる。

読書の秋 本がもっと好きになりたい。

運動の秋 運動会や日ごろの体育のじゅぎょうをバテないでやりたい。

遊びの秋 けんかをせずに、楽しく遊びたい。

バスケの秋 しあいで点をとるためにシュートの練習をする。

かたづけの秋 身の回りのせいりせいとんをしっかりする。

読書の秋 今までに読んだことのないお話を読んでみたい。

勉強の秋 漢字テストで１００点をとれるようになりたい。

生き物の秋 生き物にくわしくなる。

スポーツの秋 毎日むずかしいわざをれんしゅうする。

マラソンの秋 家の近くを５周する。

サッカーの秋 練習のとき、かならず１点はとる。

あわおどりの秋 家でこまめに練習し、えんせいのときは、とくにがんばりたい。

食べ物の秋 好ききらいなく食べる。

勉強の秋 テストで１００点をとる。

せいちょうの秋 1学期よりも自分をせいちょうさせる。

カラテの秋 れんしゅうをがんばる。

落ちてくるカエデの秋落ちてくるカエデの秋を見守りたいから。

サッカーの秋 練習をがんばって、しあいでもがんばる。

スポーツの秋 トレーニングをする。

わらいの秋 みんなをえがおにできるようにする。

読書の秋 長い小説を読んでみようと思う。

スポーツの秋 走るのがはやくなるように、中休みや昼休みに校庭を１０周する。

　　　　　　　　　　食欲の秋・勉強の秋・スポーツの秋…３年生のみんなはこんな秋にします！！

読書の秋 １日５さついじょう本を読む。

社会の秋 新聞をいっぱい読んで、世の中でおきているじけんを知りたい。



朝会・集会

1 土

2 日

3 月 全校朝会

4 火 おはスタ

5 水 学級

6 木
ふれあい
プレ集会

7 金 おはスタ

8 土 おはスタ

9 日

10 月

11 火 おはスタ

12 水 学級

13 木 集会

14 金 おはスタ

15 土

16 日

17 月 全校朝会

18 火 おはスタ

19 水 学級

20 木 学級

21 金 おはスタ

22 土

23 日

24 月 全校朝会

25 火 おはスタ

26 水 学級

27 木 集会

28 金 おはスタ

29 土

30 日

31 月 全校朝会

都民の日

委員会　避難訓練

土曜授業　子供園運動会に参加

小中一貫⑦

　　すぎしカレンダー　10月

五目うま煮丼　ひじきスープ　さつまいもチップス

麦ごはん　鮭のチャンチャ焼き　野菜の煮物　大根のみそ汁

高野豆腐のそぼろごはん　糸寒天のごま酢和え　けんちん汁

ひじきごはん　焼きししゃも　もやしと小松菜のごまじょうゆ
イナムドゥチ

チキンクリームライス　じゃこサラダ　菊花みかん

給食献立表

麦ごはん　さわらの西京焼き　白菜のおかか和え　飛鳥汁

きな粉揚げパン　ワンタンスープ　野菜のピクルス

ビビンバ　白菜スープ　角切り二色ゼリー

かき揚げ丼　野菜のみそ汁　柿

カレーライス　カリカリ油揚げのサラダ　りんご

わくわくフェスティバル5・6年のみ登校

わかめうどん　大根ときゅうりのゆかり和え　かぼちゃドーナツ

麦ごはん　いかのチリソース　こんにゃくサラダ
青菜とコーンのスープ

スパゲティミートソース　サウピカンサラダ　りんご

麦ごはん　チキンアドボ　野菜のナムル　ビーフンスープ

お弁当給食

10月 行事

ＰＴＡこどもまつり

学校公開　理科教室4年

体育の日

学校公開　ふれあい集会
小児生活習慣病予防検診説明会

小中一貫⑥　地域清掃

防災館見学4年

クラブ⑤　理科移動プラネタリウム6年

連合運動会6年

すぎなみウェルネスデイ

じゃこごはん　ポテトコロッケ　あいまぜ
もやしと小松菜の辛子じょうゆ

手作りウインナーロールパン　ポトフ　スティックきゅうり

ジャンバラヤ　白菜と肉団子のスープ　りんごケーキ

社会科見学3年

生活科見学1・2年

歯科指導

歯科検診

麦ごはん　さんまのかば焼き　磯和え　沢煮わん

委員会⑦ チキンライス　かぼちゃのキッシュ　ジュリアンスープ

※今月の給食費引落日は10月7日(金)です。口座の残高をご確認下さい。


