
 

 

 

 

 

「人生百年」時代 
校 長   高  橋 浩  平  

 あけましておめでとうございます。新しい年が始まりました。平成３０年、今年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。  

昨年は１２月１日の全国児童文化研究会の研究発表大会、１２月２６日のインクルーシブ教

育公開報告会と２回、本校の実践について公開・報告する機会をいただきました。まだまだ十

分とは言えませんが、授業の充実に向けて今年もがんばっていきたいと思います。  

 新しい年はどんな年になるでしょうか。本校では新校の開校が一年延期になりましたので、

新校の開校準備を丁寧にじっくりと進めること、学力向上、体力（からだ力）向上、小中一貫

教育、子小連携教育、インクルーシブ教育の５つの柱の一層の充実を図ることを進めてまいり

ます。オリンピック・パラリンピック教育、プログラミング教育も進めます。そして何より杉

四小の子どもたち一人一人がより楽しく輝ける、そんな一年にできたらと思っています。  

さて、最近の情報を聞いていますと、AI（人工知能）の話題はもちろん、「人生百年」とい

う話題も出てきています。平均寿命が延びていて、今２０歳前後の世代は平均寿命が１００年

以上になるといわれています。当然、今の子どもたちもそうした「人生百年」の時代に生きて

いくことになるでしょう。  

「人生百年」になるとこれまでのような「３ステージ」（教育・仕事・引退）というモデルは

崩壊していく、と言われています。ですから、これまで私たち大人が経験してきた人生モデル

が当てはまらなくなる時代を子どもたちは今後生きていくわけです。ある人の説では、これか

らは教育ステージが３回くらいはある、その都度大学などで学ぶ機会を得ることになる、とい

うこともいわれています。  

大学経営は少子化に伴い厳しいといわれていますが、今後は当たり前のように多世代にわた

って学ぶ教育機関になっていくのかもしれません。何度でも学び直しをし、仕事も当たり前の

ように３回程度、職も変えながらやっていくことが当たり前になるのかもしれません。引退後

の生活もこれまでとは全く違ったものになるのかもしれません。かつての「終身雇用」という

ことはもうなくなってしまうでしょう。本屋さんに行き、最近発行された書物などを読んでい

ますと、そうした予測不能の、新しい時代に突入している、という実感がひしひしと伝わって

きます。  

そんな中、教育の世界でも、新しい学習指導要領が、「主体的・対話的で深い学び」を打ち出

したのは１１月号で記したとおりです。子どもたちには、どんな時代になるにせよ、自分たち

で考え行動できる、そんな力をつけさせたいと思います。  

１月２６日（金）２７日（土）は、今年度最後の学校公開です。２７日（土）は ICT 公開授

業のほか、４年生が杉四カンパニーで街頭へ出て販売活動を行う日でもあります。多くの皆様

の参観をお待ちしています。  

３学期は授業日数が５４日（５，６年生は卒業式があるため５５日）です。一日一日を充実

させ、しっかりと学年のまとめを行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

 

 

 

 

平成 29 年度  １月号  

平成 30 年  １月９日  

杉並区立杉並第四小学校  

校   長   高  橋  浩  平  

給食の月目標（１月）  

◆和やかで楽しい食事をしよう。   
・食事のときの雰囲気づくりについて考える。 

・友達と仲良く食事をする。  

・和やかに会話をして、食事を楽しむ。  

生活指導目標（１月）  
 

◆正しい言葉づかいをしよう。   
・気持ちよいあいさつをしよう。  

・友達と話す言葉に気をつけよう。  

・目上の人に正しい敬語を使おう。  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学期の行事について 
       

３学期の主な行事は下記の通りです。成果の発表、奉仕活動、体験活動、交流など、活動

は様々ですが、どれも子供たちの成長に役立つものばかりです。保護者や地域の皆様に見て

いただける活動もあります。ご案内いたしますので、どうぞご来校ください。  

 

１／１１（木） 席書会    

新しい年の初めにあたり全校で書き初めをして、日本の風習に親しみます。  

 

１／１８（金）～２７（土）  校内書き初め展  

 オープンスペースに展示した互いの作品を鑑賞し合って、書写に対する関心と意欲を高め

ます。保護者の皆様も学校公開の際にご覧ください。  

 

１／２３（火）～２５（木）  ユニセフ募金活動  

１／２２（月）までに各学年の発達段階に応じたＤＶＤを鑑賞して社会のことを知り、よ

りよい社会を築こうとする態度を育てます。  

 

１／２６（金）   学校公開 セーフティ教室（6 年）     

学校薬剤師から薬物乱用防止について学びます。  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

１／２７（土） 土曜授業 ＩＣＴ公開授業  

 全クラスで 1 時間はＩＣＴ機器を使った授業を実施します。  

 

１／２７（土） いのちの授業（２・６年）  

講師を招き、「誕生学」と称して、人間の誕生から、いのちの大切さを学びます。  

 

１／２７（土） 杉四カンパニー（４年）  

４月から進めてきた杉四カンパニーの学習です。あづま通り商店街みかづき前、純情商店

街ＢＵＮＧＯ前・ホビーオフ前、庚申通り商店街駐輪場前、駅西商店街ガード下みずほ銀行

ＡＴＭ前、高円寺駅北口・南口、パル商店街山和証券前の８か所で販売活動を行います。  

 

２／２（金）    盲目のドラマー佐藤さんの演奏とお話      

インクルーシブ教育の一環として、昨年も来ていただいた佐藤さんのお話と演奏をききま

す。  

   

２／１３（火）交際交流  

 地域の日本語教室に通う外国人の方を招き、学年毎に交流します。  

 

２／１７（土）    土曜授業   食育ミュージカル  

山形県置賜農業高校演劇部の高校生を招き、ミュージカルを通して食について考えます。 

 

２／２２（木）    ６年生を送る会     

１～5 年生は感謝の気持ちを伝え、6 年生とのよい思い出作りをします。6 年生は杉四小

への感謝の気持ちと別れを伝え、高学年の役割を４・５年生に引き継ぎます。  

    

３／１０（土）    土曜授業・学年末補習授業  

 今年度、算数で学習した内容が定着しているか、問題に取り組み、確かめます。  



 

 

 

 

1 月２４日から３０日は全国学校給食週間です。学校給食は、教育の一環として行われ、学

校給食法に目標が定められています。杉四小では、ただの“お昼ごはん”ではなく、「食」への

関心を高め、健康の保持増進、社交性や協同の精神を養うことなどを指導しています。毎月の

給食だよりでも触れることがありますが、改めて杉四小の給食についてお知らせします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉杉四四小小のの学学校校給給食食  

栄養のバランス 
家庭で不足しがちなカ

ル シ ウ ム な ど の 栄 養 素

は、1 日の必要量の 1/2

を給食で摂取します。野

菜や果物など、旬のもの

を中心にたくさんの食材

を使います。  

よくかんで、なんでも

食べてみようとする気持

ちが大切です。好き嫌い

は成長とともに少しずつ

克服できると良いでしょ

う。苦手なものも少しず

つチャレンジしてほしい

です。給食で初めて食べ

るものがないよう、ご家

庭でもいろいろな食材を

使用して  

ください。  

 

バラエティー豊かな献立・食事形態 
ご飯・パン・麺を中心に、主菜・副菜などを組み合わせ

た献立です。牛乳は毎日つきます。 (平成 30 年度より紙

パックになる予定 )「多様化給食」として、お弁当給食・

リザーブセレクト給食・卒業バイキング給食などを実施し

ています。行事食も取り入れていますので、ご家庭でも、

その日の給食のことを話題にしていただけると幸いです。 

ホームページで、給食写真とコメントを  

毎日公開しています。ぜひご覧ください。  

安全な食材を使用 

不必要な添加物が入っ

た食材や遺伝子組み換え

食品は使用しません。良

質で鮮度の良いものが当

日朝、納品されます。  

衛生にも気をつけています 

ランチョンマット（机 40×60cm）をご用意していた

だいています。毎日持ち帰り、清潔なものを持参させてく

ださい。  

給食当番のときは、感染予防のため、各自マスクを着用

することになっています。使用した白衣（貸与）は週末に

持ち帰りますので、洗濯とアイロンがけをして学校へお戻

しください。  

低学年でも給食当番は児童が行うので、  

・白衣の着脱、たたんで袋に入れること  

・おぼんに食器をのせて運ぶこと  

・おたまやしゃもじやトングを使ってもりつけること  

など  

ご家庭でもお手伝いを通して、練習してみてください。  

 

給食は手作りです 

・冷凍食品や調理済み食品は使用せず、コロッケやハンバーグも手作りです。  

・カレーやシチューのルウ、サラダのドレッシングも手作りです。  

・化学調味料は使用せず、汁ものは削り節・昆布・とりガラ・豚骨でていねいに  

だしをとります。素材の味を生かし、うす味を心がけています。  

 

給食時間は 45 分間です 
・給食時間４５分間のうち、実際に食べる時間は１５～２０分間です。  

食事に集中し、時間内に食べられるように指導しています。  

・食事のマナー（手を洗う、あいさつをする、食事中に立ち歩かない、  

こぼさず食べるなど）も指導しています。  

・「ごちそうさま」のあとに歯みがきの時間があります。  



 

朝会・集会 行事 給食献立表

1 月 元日

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日 冬季休業日終わり

8 月 成人の日

9 火 始業式

10 水 全校 給食始め　安全指導安全点検 もち入りきつねうどん　変わり大学芋　菊花みかん

11 木 音楽朝会 席書会 あいさつ運動（１） 七草ぞうすい　きびなごのから揚げ　白玉ぜんざい

12 金 おはスタ 小中一貫⑨　あいさつ運動（５）
麦ごはん　和風ハンバーグ　野菜のナムル
豆腐となめこのみそ汁

13 土 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 月 全校 委員会⑨　　発育測定（５・６）　 三色そぼろご飯　豚汁　りんご

16 火 おはスタ 発育測定（３・４） 鶏肉とごぼうのピラフ　コーンポタージュ　フレンチポテト

17 水 発育測定（１・２）
五目うま煮丼　チンゲン菜としめじのスープ
おかしな目玉焼き

18 木 書き初め 避難訓練 きなこ豆乳トースト　トマトシチュー　ゆずごまサラダ

19 金 おはスタ
麦ごはん　手作りのり佃煮　鮭の塩焼き　肉じゃが
せんべい汁

20 土

21 日

22 月 全校 クラブ⑧　
五目チャーハン　棒ぎょうざ　わかめスープ
キャロットゼリー

23 火 おはスタ ユニセフ募金（朝）
麦ごはん　ゼリーフライ　もやしとほうれん草の磯和え
吉野汁

24 水 ユニセフ募金（朝）理科出前授業（３） カレーライス　カリカリ油揚げのサラダ　ぽんかん

25 木 児童集会 ユニセフ募金（朝）
麦ごはん　むろあじのメンチカツ　からしじょうゆ和え
のっぺい汁

26 金 おはスタ 学校公開　セーフティ教室（６）
スパゲティミートソース　何でも千切りサラダ
りんごのヨーグルトケーキ

27 土
土曜授業　ＩＣＴ公開授業　　いのちの
授業（２・６）　杉四カンパニー（４）　お
やじ日本授業（５）

28 日

29 月 全校
麦ごはん　くじらの竜田揚げ　野菜のごまじょうゆ和え
もずく入りみそ汁

30 火 おはスタ
手作り揚げパン　白菜と肉団子スープ
フルーツのヨーグルトかけ

31 水
ひじきごはん　いかの松笠焼き　具だくさんみそ汁
ブロッコリーの甘じょうゆ

1月

※今月の給食費引落日は１月９日(火)です。口座の残高をご確認下さい。
☆牛乳は毎日つきます。

　　　　　　　すぎしカレンダー　1月


