
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ICT と教育 

                  副校長  茂呂 みゆき  

１０月１６日の PTA 子どもまつりにはおおよそ６５０名が参加したそうです。ゲ

ームをしたり、おいしいものをいただいたりしながら、子どもたちは存分に楽しん

だようです。準備、運営ありがとうございました。  

さて、現代では、メールやラインなど電子機器を使った連絡が日常化しています。

お互いが自分の都合の良いタイミングで連絡を取り合うことができるので、便利に

思う人もたくさんいるようです。このように私たちの生活にはすっかりコンピュー

ターが入っていますが、学校もまた ICT 化が進んできています。  

先日、６年生の水溶液の実験の授業を参観しました。試験管に入れたレモン果汁

や卵の白身等、身近にある様々な液体に紫キャベツのしぼり汁を混ぜ、色の変化に

よる酸性度を調べるという実験です。グループごとに混ぜる液体は様々なので、結

果もグループによって違ってきます。それぞれの結果を発表する際、書画カメラを

使って試験管をビックパッドの大画面に映しました。こうすることによって各グル

ープの実験結果を全員で共有することができます。数年前、私が同じ授業をした時

はこのような電子機器がなかったため、それぞれのグループの結果をこのような形

で共有することはできませんでした。  

この夏休み、杉並区の全小学校の全学級に 1 台ずつタブレットパソコンが入りま

した。タブレットは簡単に持ち運べるので教師が個別に児童にタブレットの画面を

見せながら指導をすることも、児童同士が自分の考えをタブレットに表して共有し

たり議論したりすることもできるようになりました。タブレットの活用次第で、今

まで以上に主体的・対話的で深く学習できる可能性が広がりました。  

私たちは ICT を推進することで教育の充実を図っています。一方で、教育という

創造的な仕事は、コンピューターに取って代わられることはありません。人を教え

たり、人を育てたり、人を応援したりすることは人でなければできないことです。

コンピューターに囲まれた生活の中で、感性を働かせながら、未来を創り出し、自

らの足で立って、自らの頭で考えながら大人を乗り越えて次代を創っていける人を

育てることの大切さを改めて感じています。  

平成２８年度１１月号  

平成２８年１１月１日  

杉並区立杉並第四小学校  

校 長   高  橋 浩  平  

 
生活目標（１１月）  
◆進んではたらこう  
 ・係の仕事、当番の仕事をしっかりやろう。  ・友だちと協力して仕事をしよう。  
 ・いつもしてもらっていることに感謝しよう。  
 
給食の月目標（１１月）  
◆よくかんで食べよう  
 ・一口３０回以上、よくかんで食べる。  



           

             

 

 テーマ「今 ここに わたしたちの学び」 

主任教諭 那須野友昭 

 

 小学校では、児童の自主性や主体性、互いに認め合う態度の育成など普段の授業だけでは

得られない子どもの成長をめざして、様々な行事を行っています。 

 その代表的な学芸的な行事が、学習発表会です。杉四小では、「図工科、家庭科の作品展

示発表と音楽発表」の年と「劇や学習の発表」の年と隔年で実施しています。今年度は、体

育館のステージで「劇や学習の発表」を行います。 

 学習発表会では、日頃の学習の成果を子どもたちの発達段階に合わせて発表します。低学

年は、劇が中心となります。中・高学年は、今まで学習してきた内容をもとに発表します。

学習発表会を通して、表現する喜びやみんなで協力して一つのものを作り上げる達成感を味

わえるよう、指導していきます。 

 大勢の人の前で、高いステージに立って、一人でセリフを言ったり、演技したりすること

は、とても勇気がいることです。その気持ちを乗り越えて「がんばった！」と子どもたちが

感じることができる記憶に残る学習発表会にしたいです。どうぞ、子どもたちが自信をもっ

て発表できるよう、ご家庭でもたくさんの励ましの言葉を掛けてくださいますようお願いい

たします。 

  

 

 

 

 

 

インクルーシブ授業 

１０月２６日（水）３，４校時、杉四小の体育館で

全校児童が全盲のドラマー佐藤さんの演奏を聴きま

した。佐藤さんは子どもの頃は見えていたそうです

が、徐々に見えなくなり、大学生になって完全に見え

なくなったと、子どもたちに話してくださいました。 

子どもたちは目が見えないのにもかかわらずドラ

ムをたたいていることに感動していました。 

佐藤さんの演奏や生活についてのお話を聞いた後、

佐藤さんのドラムに合わせて「世界が一つになるま

で」を歌って終わりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ソーラン節 練習いっぱい つかれちゃう  

運動会 リレーにつな引き あわおどり 

綱ひきね いっぱいひいて つかれたな 

汗がひく よーいドンが 聞こえるよ 

こし落とし ハッピはおって ソーラン節 

運動会 天気が良くて がんばった 

運動会 頑張り踊った ソーラン節 

リレー選 がんばったけど 結果４位 

運動会 白組負けて くやしいな 

うれしいな ８０ｍ走 １位だよ 

ソーラン節 最後のポーズ決まったぞ 

運動会 赤組勝って うれしいな 

運動会 白組負けて くやしいな 

でられない 運動会を みていたよ 

運動会 ひかりをあびて かがやいた 

赤と白 一生懸命 がんばった 

運動会 つかれきったよ 運動会 

応援団 声をいっぱい 出し切るぞ 

リレーでね １位とれたよ うれしいな 

運動会 全力つくし 勝ちました 

運動会 １位になれて うれしいな 

運動会 勝ったよ勝った 優勝だ 

ソーラン節 成功したね うれしいな 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送で 母と練習 でもドキドキ 

あわおどり むずかしかったな 楽しいな 

運動会 家に帰って 足ぱんぱん 

大声で 応えんするよ 赤と白 

リレー選 みんな元気で 走ってた！ 

運動会 つな引き勝って ラッキーだ 

つな引きの 片方だけが なぜ勝った 

運動会 毎回負けて くやしいよ 

運動会 赤と白の 応えん団 

運動会 思い出のこる 弁当が 

つな引きは 力いっぱい つな引くぞ 

ソーラン節 声を合わせて がんばるぞ 

徒競走 ２位の予定が ３位だよ 

応えん団 大声出して がんばった 

運動会 今年も勝って うれしいな 

おれたちの ソーラン節は かっこいい 

あわおどり みんなでおどる 楽しいな 

みんなはね 運動会を がんばってる 

運動会 みんなで応えん 応えん団 

運動会 かぜをひいたけど がんばった 

運動会 みんなの笑顔 勝ったんだ 

運動会 四年目勝って うれしいな 

リレー選 一人ぬかして バトントス 

運動会 つかれて走って つな引いて 

運動会 秋の主役 応えん団 

道産子の 自分がおどる ソーラン節 

運動会では、応援ありがとうございました。楽しかった運動会の様子を、４年生が川柳にしました。 

 



朝会・集会

1 火

2 水

3 木 全校朝会

4 金

5 土

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木 全校朝会

18 金

19 土

20 日

21 月

22 火

23 水

24 木 全校朝会

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

☆牛乳は毎日つきます。

　　すぎしカレンダー　11月

麦ごはん　ガイヤーン　じゃがいもの揚げ煮
えのき入り野菜スープ

手作りピザ　ポトフ　菊花みかん

ししじゅうしい　ししゃものカレー焼き　大根のゆかり和え
イナムドゥチ

わかめごはん　里いもコロッケ　切干大根の煮付け　かき玉汁

ごま入りごはん　めかじきの包み揚げ　野菜のナムル
チンゲン菜としめじのスープ

麦ごはん　鶏ごぼうバーグ　肉じゃが　シャキシャキあえ

コーン茶飯　おでん　大豆とじゃこの甘辛揚げ

給食献立表

焼きおにぎり　いかのかりん揚げ　野菜のごま和え　きのこ汁

学習発表会　　５時間授業

４時間授業

文化の日

鶏とごぼうのピラフ　豆のミネストローネ　さつまいもの茶きん絞り

スパゲティミートソース　カリカリごぼうのサラダ　柿

キムチチャーハン　中華スープ　野菜チップス

11月 行事

みそラーメン　棒ぎょうざ　菊花みかん

マーボーライス　わかめスープ　寒天入りフルーツポンチ

理科出前授業５年

学習発表会　　５時間授業

振替休業日

就学時健診　水曜時程 4時間
授業

全校朝会　クラブ活動⑥

避難訓練

おはスポ

※今月の給食費引落日は11月7日(月)です。口座の残高をご確認下さい。

音楽朝会

ビスキュイパン　チリコンカン　コーン入りキャベツフレンチ

麦ごはん　鮭のみそチーズ焼き　おかかじょうゆ和え
野菜のみそ汁

全校朝会

小中一貫⑧　　４時間授業

児童集会　小児生活病予防検診４年

麦ごはん　あんかけ卵焼き　白菜のおひたし　石狩汁

シーフードクリームライス　何でも千切りサラダ　りんご

ひじきごはん　カリカリあじの干物　切干ときゅうりのごま酢和え
じゃがいものみそ汁

勤労感謝の日

全校朝会　　短縄週間～３０日

田舎うどん　もやしとほうれん草の磯和え　どら焼き

落ち葉拾い集会

４時間授業

酢豚丼　白菜スープ　りんご


