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行事

朝会・集会

水
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土
日

安全指導安全点検
緊急メールテスト配信

遠足3.4年
働く消防写生会(１年）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

給食献立表
中華ちまき わかめスープ 寒天入りフルーツポンチ
麦ごはん あんかけ卵焼き 肉じゃが
大根と小松菜のみそ汁

8 月 全校朝会

委員会活動② 歯科検診（1～3年）
大豆入りドライカレー カリカリ油揚げのサラダ 美生柑
教育実習始

9 火 学級

区特定課題調査（３～６年）

麦ごはん ポテトコロッケ もやしの梅じょうゆ和え
早苗汁
豚肉とごぼうの混ぜごはん いかのかりん揚げ
かぶのレモンじょうゆ かき玉汁

10 水

尿検査一次(全員）

11 木 おはスポ

眼科検診（全員）
備日

12 金 おはスタ

学校公開 ＩＣＴ公開授業 理科移動教
室プラネタリウム（４年） 出前授業6年 ハヤシライス じゃこサラダ 清見オレンジ
「エコと太陽光発電」

13 土

土曜授業、学校公開、道徳授業地区
公開講座

尿検査一次予

田舎うどん シャキシャキ和え 草だんご

14 日
15 月 全校朝会

クラブ活動②歯科検診（4～6年）
高円寺図書館出前授業（1年）

カツ丼 野菜のみそ汁 若竹きゅうり

16 火 児童集会

避難訓練
富士学園移動教室説明会(５年）

ピースごはん 鮭の照り焼き 筑前煮 豆腐のすまし汁

17 水

心臓検診（１年他）

手作りウインナーロールパン チリコンカン 美生柑

18 木 おはスタ

遠足１・２年

キャロットライス タンドリーチキン キャベツフレンチ
がいもとベーコンスープ

19 金 おはスタ

小中一貫①（対面式）

麦ごはん かつおの磯揚げ 豚汁 ゆかり和え

じゃ

20 土
21 日
22 月 全校朝会

シーフードピラフ キャロットポタージュ
ゆで野菜のみそドレッシング

23 火 おはスタ

みそラーメン じゃがいももち メロン

24 水

麦ごはん 手作りのり佃煮 ホキの南部揚げ
目きんぴら もやしと小松菜の甘じょうゆ

五

高野豆腐のそぼろごはん けんちん汁
フルーツのヨーグルトかけ

25 木 縦割り班

内科検診（１～４年・６年）交通安全教
室（１年）

26 金 おはスタ

尿検査２次（全員） 富士学園前日 五目チャーハン 棒ぎょうざ チンゲン菜としめじのスープ
健診・内科検診（5年）
小玉すいか

27 土
28 日
29 月 全校朝会

富士学園移動教室(５年） 尿検査２ 麦ごはん いわしのさんが焼き 野菜の煮物
次予備日(全員）
干ときゅうりのごま酢

30 火 おはスタ

富士学園移動教室(５年）

きなこ豆乳トースト ベジタブルシチュー 野菜のピクルス

31 水

富士学園移動教室（５年）

ひじきごはん 豆あじのから揚げ のっぺい汁
レープゼリー

※今年度初回の給食費引落日は5月8日(月)です。口座の残高をご確認下さい。
☆牛乳は毎日つきます。
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道徳授業地区公開講座
校長 高橋 浩平
新年度が始まって 1 カ月が過ぎました。お子さんのご家庭での様子はいかがでしょう
か。学校では少しずつ日常の活動モードになってきているように感じます。
さて、杉並区では５月・６月と９月・１０月を「いのちの教育月間」とし、生命の大切
さや人生のかけがえのなさを実感する道徳の授業及び体験活動等の取組を実施することに
しています。
本校では毎年６月に道徳授業地区公開講座を行ってきましたが、今年度は高円寺中学校
の運動会が６月に実施される関係で、５月の土曜授業の日に道徳授業地区公開講座を設定
させていただきました。
今年度は講師として日浦克子先生をお呼びしました。日浦先生は杉並区の済美教育セン
ターの教育指導教員で、杉並区の道徳の授業実践をリードされている方です。そこで、講
演、という形ではなく、保護者や地域の皆さんとともに日浦先生の道徳の授業に参加する、
いわゆる公開授業という形をとることにしました。
当日は全クラスで道徳の授業を行います。５年生を除く他の学年は２時間目にクラスご
とに道徳の授業を公開します。日浦先生の公開授業は、３時間目（１０時 45 分～）より体
育館で５年生の子供たちとともに行います。５年生の道徳授業公開は、この日浦先生の授
業になります。
ぜひ多くの保護者の方（5 年生の保護者に限らず、どの学年の保護者でもかまいません）、
地域の皆さんにも参加していただいて、５年生とともに道徳の授業に参加していただきた
いと思います。
５月１３日（土）3 校時（１０：４５～）
道徳 公開授業
主題「生きるということ－児童・保護者・地域の方とともに行う合同授業－」
指導者 日浦克子先生（済美教育センター教育指導教員）
公開授業 １０：４５－１１：３０（終了後、児童は教室へ）
まとめの話 １１：３０－１１：４５
（保護者・地域の皆さんへ日浦先生からお話をいただきます。）
場所
体育館
最近の事件の報道を聞くと、子供たちよりもむしろ大人の方がもっと道徳を学習しない
といけないのではないか、という思いにとらわれることも多くあります。公開授業に参加
していただいて、ともに道徳について考えを深めあえたら、と思います。お待ちしていま
す。
また、５月 12 日（金）13 日（土）の二日間は学校公開となります。１２日は電子黒板
等を使った ICT 公開授業も予定されています。重ねて多くの皆さんのおいでをお待ちして
おります。どうぞよろしくお願いします。

離任された方々からのメッセージです。
杉四では３年間お世話になりました。みんなで阿波おどりを踊ったり、サマーキャン
プで肝試しをしたり、楽しい思い出がたくさんあります。今は、総武線の車窓から杉
四の校舎を見ながら吉祥寺まで行き、吉祥寺から井の頭線で井の頭公園という駅まで
通っています。井の頭公園のすぐ近くの「三鷹の森学園三鷹市立第五小学校」に勤め
ています。高円寺駅を通過するとき、つい、降りたくなります。
杉四小では PTA の皆様をはじめ、地域の皆様にも大変お世話になりました。心より
感謝申し上げます。自宅が杉四に近いので、また、阿波おどりを見に行きたいと思っ
ています。３年間本当にありがとうございました。
茂呂 みゆき（前 副校長）
若葉の緑が目にも鮮やかなこの頃になりました。３月で杉四小を退職して４月より杉
並和泉学園に勤務しています。杉四小で過ごした４年間は素直子供達、やさしい教職
員の方々、協力的な保護者に囲まれた素敵な４年間でした。お世話になりました。
石井 良子（前 図工専科）
杉四小在任中は皆々様に大変お世話になりました。高円寺・杉四小のよさは、子ども
たちが明るく元気なこと、地域のサポートが厚いところです。９０周年行事と学習発
表会、ブラスバンドの発表会が一番心に残っています。今まで本当にありがとうござ
いました。
千葉 めぐみ（前 音楽専科）
1 年間、お世話になりました。高円寺という勢いのある街の学校で、勢いのある保護
者の皆さま、地域の皆さまに支えられて仕事に打ち込むことができました。新校設立
に向けて、これからもがんばってください。応援しています。
栗山 崇史（前 ６年２組担任）
杉四小では楽しい毎日を過ごすことができ、また、日々いろいろな事を学ぶことが
できました。ありがとうございました。特に杉四小で思い出に残ったことは学習発表
会と杉四カンパニーです。みなさんのこれからの成長を楽しみにしています。
島 裕美（前 ４年１組担任）
在職中はたいへんお世話になりました。杉四小の子ども達は素直なよい子ども達が
多く、そんな子ども達と毎日、楽しく過ごすことができました。それも地域の方々の
御協力・御支援のおかげと思い、感謝しております。今後も子ども達のよりよい成長
をかげながら祈っております。
関根 崇志（前 ３年２組担任）
杉四小は大変居心地がよく、５年もの長きにわたりお世話になりました。原則、一度
赴任した学校に戻ることはできませんが「高円寺学園？」となれば別です。その時は
異動された方とともに戻ってこられたら幸いです。その時はまたお願いします。
武藤 貴宏（前 事務主事）

杉四小では５年間、大変お世話になりました。たくさんの思い出を作らせて頂きまし
た。異動先が小中一貫の対象である杉八小であり、また、高円寺駅を利用していますの
で、杉四小の児童と会う機会は必ずあると思います。その日を楽しみにしております。
村山 歓一（前 用務主事）
杉並区内ですが高円寺の賑やかな商店街が近くにある杉四小とは反対の和田掘公園の
緑に囲まれた大宮中学校に異動しました。杉四小の皆さん保護者、地域の方々５年間お
世話になりました。ありがとうございました。
小野 賀代（前 用務主事）
６年間杉四小で勤務させていただきほんとうに良い経験になりました。これを糧に、

これからも精進していきたいと思います。また、職員の方々にはほんとうに良くしてい
ただきました。ありがとうございました。
福田 繁（前 学校施設管理）
教育実習のお知らせ
５月８日から６月２日まで、平成帝京大学４年生 小林 志歩さんが主に１年１組で教育実習を行
います。学校として将来の人材を育てていきます。よろしくお願いします。

テストメール配信のお知らせ
５月１日１７時に配信します。着信するか、ご確認ください。登録や更新手続きを
した方でメールが届かなかった時は副校長にご連絡ください。
（Tel3339‐5241）登録
手続きや更新手続きがまだ済んでいない方は４月３０日までに４月当初に配布した
案内をもとに手続きをしてください。よろしくお願いします。

生活の目標（５月）

◆学校のきまりを守ろう。
・登下校の時刻を守ろう。
・廊下・階段を正しく歩こう。
・特別教室の行き帰りは静かにしよう。
・休み時間はきまりを守って楽しく遊ぶようにしよう。
給食の月目標（5 月）

◆食事のマナーを身に付けよう。
・食事中は立ち歩かないようにしよう。
・口の中に食べ物が入ったまましゃべらないようにしよう。
・いすの座り方に気を付けよう。
・ひじをついて食べないようにしよう。
・会話の内容を考えよう。

