
 

 

 

 

 

                

地域とともに 
校長 高橋 浩平 

  

 ６月に入りました。5 月の学校公開・道徳授業地区公開講座には多くの保護者の皆様、地域
の皆様にご参観いただきありがとうございました。 

さて、杉並区では「地域の志ある人たちが学校を支援する、ボランティアによる任意団体」

として学校支援本部が全ての小中学校に設置されています。本校では高円寺中とともに合同で
「杉四小・高円寺中学び支援本部」が設置されています。学び支援本部さんには、図書ボラン
ティア、学級園の整備、ふれあい集会、杉四カンパニー、高円寺カルタ、米づくりの支援、放
課後算数教室、等たくさんの支援をしていただいています。土曜授業の支援もいただいており、
置賜農業高校演劇部の食育ミュージカルや落語の授業、地域を学ぶ授業等を進めていただいて
います。また昨年度は休業日に農村との交流体験学習も企画・運営してくださり、子どもたち
が山形県飯豊町で体験学習を行ってきました。高円寺中でも職場体験、部活動支援などを進め
ていただいています。学び支援本部の活動なしには、学校の教育活動は進められない、といっ
ても過言ではないでしょう。 

地域との関係でいえば、学び支援本部の他に学校評議員会があります。これは地域に開かれ
た学校づくりの推進のため、学校としての説明責任を果たすとともに、校長が必要に応じて地

域住民や保護者等の意見を聞くために年間３回開催しています。今年度は第一回目の学校評議
員会を６月 14日に行います。（なお、学校評議員会は傍聴することができます。希望される方
は副校長までご連絡ください。）ＰＴＡやアトムの会（おやじの会）からもたくさんのご協力を
いただいており、本当に感謝、感謝です。本校は、まさに「保護者、地域とともに歩む学校」
だと、実感しています。 

さらに、今後は地域運営学校（コミュニティ・スクール）へ向けて少しずつ動いていきます。
コミュニティ・スクールには校長及び地域住民や保護者などから構成される「学校運営協議会」
が設けられ、地域・保護者・学校が一体となって学校づくりを進めます。「地方教育行政の組織
及び運営に関する法律」で規定されています。平成 29年の改正で学校運営協議会の設置は「置
くように努めなければならない」とされました。現在区内小・中学校の 6割にあたる３８校が
コミュニティ・スクールになっています。杉並区では平成 33年度までに全校をコミュニティ・
スクールにする予定です。本校では施設一体型小中一貫校に生まれ変わる平成 31 年４月以降

にコミュニティ・スクールにできるよう準備を進めています。新校に向けて、杉四小、杉八小、
高円寺中の 3校の教職員は、協働して教育計画等の作成に取り組んでいますが、これからはＰ
ＴＡ、おやじの会、学校支援本部、学校評議員会等の保護者・地域の皆様の活動の部分でも相
互交流をより一層進めてまいりたいと思います。 

改めて、地域とともに歩む、地域に開かれた学校として教育活動を進めていきます。これか
らもどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

平成２９年度６月号 

平成２９年５月３１日 

杉並区立杉並第四小学校 

校  長   高 橋  浩 平 

６月の生活目標 ◆◆健康な習慣を身に付けよう◆◆ 

・うがい手洗いをしっかりしよう。 ・ハンカチやちり紙を身に付けよう 

・体育着や上履きを清潔にしよう。 ・雨の日の遊びを工夫しよう 

６月の給食目標 ◆◆衛生に気を付けて食事をしよう◆◆ 

・正しい手を洗い方を知ろう。 ・清潔なハンカチ、ランチョンマットを用意しよう。 



・今年度も５・６年生は高円寺中の井上先生（国

語）・石橋先生（算数）・片山先生（社会）・高

山先生（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

いています。 

・５月１９日（金）に今年度第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。金曜日に年間１１日の高円寺

中での小中一貫教育を予定しています。 

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、子供達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、子ども達への安全指導を徹底していきます。 

保護者の皆様にも準備や健康管理等、ご協力をお願いいたします。 

【水泳学習の予定】 

基本的には割り当ての曜日・時間に実施しますが、天候や指導員、時間割等の関係で、予備の枠に変更す

る場合もあります。また、本年度は、高円寺中が工事のため高中の水泳指導も本校のプールで行います。 

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年間を通して子供達が目標を立てたり、自分の泳力をつかんだりできるように、杉四小独自の

水泳カードを用い、２～６年生に関しては、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 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 月 火 水 木 金 

１・２校時 （予備） （予備） 高中 （予備） （予備） 

３・４校時 ４年 ３年 高中 ２年 １年 

５・６校時  ５年 高中 ５年 高中 

セーフティ教室のお知らせ 
  お時間があれば是非ご参加ください。授業参観とともに保護者向けの意見交換会もあります。 

６月７日（水） ３・４年生セーフティ教室（万引き防止）   ９：３０－１０：１５ 

                         意見交換会   １０：１５－１０：３０ 

         １・２年生セーフティ教室（不審者対応）  １０：４０－１１：２５ 

 

６月９日（金） ５年生セーフティ教室（スマホ・ケータイ安全教室）１０：４５－１１：３０ 

意見交換会   １１：３０－１１：４０ 
６年生のセーフティ教室は１月にあります。 



講師等非常勤職員の紹介 
学校では、様々な教職員が教育活動をしています。 

                           

                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科支援員は専科や担任の先生方の理科授業と実施のお手伝いをしています。木・金の週

２日学校に来ています。理科と理科室が子どもたちに親しみやすく興味を持ってもらえると

嬉しいです。よろしくお願いします。            （理科支援員 生地 美穂）                     

１、２年生の少人数算数で、自分や友達の考えのよさを見つけながら算数のおもしろさを

一緒に味わっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。 

           （少人数講師 竹野 恵） 

保護者の皆様、こんにちは。相談室のスクールカウンセラーです。今年度は金曜日に勤務

しています。お子様のことで心配なこと・気になることがありましたら、相談室まで連絡し

てください。お待ちしています。     （東京都スクールカウンセラー 窪寺 りえか） 

 毎回「できた！」と思える楽しい時間になるよう心掛けています。今年もよろしくお願い

します。                      （学習支援教員 筬島 由美子） 

 主に低学年のクラスで入学から中学年に向けて、大きく成長する子どもたちの応援をして

います。頼もしい中・高学年はじめ、多くの力に支えられ、自らも学ぶ毎日です。 

（通常学級支援員 蕪山 静子） 

区内の松庵小学校から来ました。元気いっぱいの杉四小の子どもたちと一緒に成長してい

けることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。 （講師 今田 菜美） 

 初めまして、４月から通常学級支援員として働いています。少しでも学校の役に立てるよ

うに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。  （通常学級支援員 馬場 芳光） 

新しくできた特別支援教室「すぎし教室」で指導する先生と子どもたちと担任の先生の間

を結ぶお仕事をしています。よろしくお願いします。 （すぎし教室専門員 藤枝 佐知子） 

 毎週水・木曜日、５・６年の外国語活動のために来ています。年々、英語の重要性が高ま

っていますが、小学生のうちは恥ずかしがらず声に出していくうちに自然と英語でコミュニ

ケーションがとれるような指導を心掛けています。    （英語サポーター 田村 貴子） 

 杉四小の学校司書として今年で６年目です。子どもたちに本が好きになってもらえるよう、朝読書や図

書の時間に読み聞かせをしております。楽しい本の世界を子どもたちと共有出来て幸せです。どうぞよろ

しくお願い致します。                    （学校司書 平井 里依） 



朝会・集会

1 木 音楽朝会

2 金 おはスタ

3 土

4 日

5 月 全校朝会

6 火 おはスタ

7 水

8 木 縦割り班

9 金 おはスタ

10 土

11 日

12 月 全校朝会

13 火 児童集会

14 水

15 木 おはスタ

16 金 おはスタ

17 土

18 日

19 月 全校朝会

20 火 おはスタ

21 水

22 木 学級活動

23 金 おはスタ

24 土

25 日

26 月 全校朝会

27 火 おはスタ

28 水

29 木 おはスポ

30 金 おはスタ

梅わかごはん　豚肉の生姜焼き　野菜の煮物　沢煮椀

麦ごはん　ホキとコーンの揚げ煮　小松菜の磯和え
豆腐とわかめのみそ汁

メキシカンライス　トマトと卵のスープ　フレンチポテト
冷凍みかん

弓ヶ浜移動教室（６）

口腔保健指導（３）9:30～

弓ヶ浜移動教室（６）

※今年度初回の給食費引落日は６月７日(水)です。口座の残高をご確認下さい。
☆牛乳は毎日つきます。

弓ヶ浜移動教室（６）

鶏飯　ちくわの磯辺揚げ　野菜のごま和え　さくらんぼ

音楽鑑賞教室（５）午前

クラブ④
食育出前授業６年２・３校時

小中一貫③　　定期健康診断終
体力調査終

麦ごはん　かみかみふりかけ　油揚げの春巻き　かき玉汁　プラム

６月 行事

ビーンズカレー　かみかみサラダ　メロン

弓ヶ浜移動教室前日健診（6）
14:00～15:00

クラブ③ 避難訓練　

自転車安全利用教室午後

学校評議員会①

セーフティ教室（５）
弓ヶ浜移動教室説明会

セーフティ教室（１～４）

委員会③　　

教育実習終
水道キャラバン（４）５・６校時

土曜授業　高円寺中運動会参加

冷やし中華そば　蒸しとうもろこし　ミニトマト

中華丼　わかめスープ　乳ない豆腐

ゆかりごはん　肉じゃがコロッケ　かぶの香り漬け
豆腐のすまし汁

スパゲティミートソース　何でも千切りサラダ　あじさいゼリー

五目あんかけ焼きそば　ベイクドチーズポテト　小玉すいか

麦ごはん　しいらの香味だれ　五色煮　きゅうりのひと塩

チンジャオロースーどん　ワンタンスープ　枝豆

三色そぼろごはん　もずく入りみそ汁　糸寒天のごま酢和え
小中一貫②
紙芝居読み聞かせ（２）５校時

水泳指導開始

社会科見学（４）

　　すぎしカレンダー　６月

豚飯　焼きししゃも　キャベツのおかか和え　イナムドゥチ

麦ごはん　ジャンボぎょうざの甘酢あん　中華風きゅうり
にら玉スープ

かみかみわかめごはん　卵焼き　大豆とじゃこの甘辛揚げ
どさんこ汁

あんかけチャーハン　ビーフンスープ　そら豆

鶏肉とごぼうのピラフ　ポタージュ　アスパラとキャベツのサラダ

麦ごはん　いわしの揚げ浸し　もやしのからしじょうゆ　呉汁

手作りハイジの白パン　白いんげんと野菜のスープ
キャベツとコーンのサラダ　美生柑

給食献立表

麦ごはん　ホキの麦みそ焼き　じゃがいものきんぴら
えのき入りすまし汁

安全指導安全点検
体力調査始

 


