
 

 

 

 

行事を通して成長する 

校 長   高  橋 浩  平  

はやいもので 11 月に入りました。今年も残り 2 か月です。  

10 月 2 日（火）の本校運動会は、雨天延期となり平日開催という形になりました

が、本当に多くの保護者・地域の皆様においでいただき、ありがとうございました。

子供たちもたくさんの声援を受けてがんばっていました。  

10 月 9 日（火）は長野県池田町教育委員会の方々が、10 日（水）は中国の方々が

視察に見えました。杉四小の幼保小連携教育、小中一貫教育について興味深く聞い

ていかれました。  

10 月 10 日（水）11 日（木）の学校公開では、ご参観ありがとうございました。

ＩＣＴ教育やふれあい集会など多くの取り組みを見ていただきました。ふれあい集

会は、本校のインクルーシブ教育の一環として障害のある方や高齢者の方とのふれ

あいを長年にわたって行っています。継続することの大切さを改めて感じました。  

10 月 13 日（土）の高円寺北子供園の運動会は、４年ぶりの校庭開催でした。杉

四小児童も土曜授業として全学年が運動会にかかわりました。３，４，６年生によ

る応援、１，２年生の競技参加、5 年生の準備係お手伝いを行いました。子供たちの

様子を見ていると、子供園があること、子供園とかかわることが自然に、当たり前

になっていると感じます。  

10 月 18 日（木）は盲目のドラマー佐藤尋宣（さとう ひろのり）さんのインク

ルーシブ授業、佐藤さんの来校も 3 年目となりました。1 年に１回佐藤さんのパワ

フルなドラム演奏を聞き、お話を伺うと、元気をもらいます。今から来年の再会が

待ち遠しいです。  

10 月 20 日（土）の高円寺中わくわくフェスティバルでは、5，6 年生が参加しま

した。5 年生の総合の発表は、声もよく出ていて元気のあるいい発表でした。6 年生

は中学生や杉八小の 6 年生とともに全員合唱に参加しました。大迫力でした。  

10 月 22 日（月）の放課後、自転車クリーンキャンペーンがありました。高円寺

中、杉四小、杉八小の 3 校の合同の取り組みです。  

10 月 25 日（木）は詩人谷川俊太郎さんをお迎えして「こどもあそびうた」を行

いました。個人的に谷川さんに直接お会いするのをとても楽しみにしていました。

これも多くのご参観ありがとうございました。  

10 月 26 日（金）は杉十小の校庭で第 1 分区の連合運動会も行われました。6 年生

が学校代表として参加しました。  

 10 月 27 日（土）の長縄グランプリでは 1～3 年合同チーム、4 年チーム、5 年チ

ームの 3 チームが参加して、それぞれ記録を更新しました。子どもたちのがんばり

に感激しました。  

私たちもそうですが、がんばった行事や活動は心に残るものです。またその取り

組み過程において子供たちは成長していきます。11 月は学習発表会もあります。ま

た一段と成長した子供たちを見ることが出来ると思います。多くの皆様のおいでを

お待ちしています。 
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 教室までご案内 
 

インクルーシブとは「包み込む」という意

味です。障害のある方とのかかわり方や自分

の生き方について考えるため、今年も盲目の

ドラマー佐藤尋宣さんをお招きしました。  

高円寺北子供園との連携教育の一環とし

て、参加しています。  

日本医歯薬専門学校の学生さんが各クラス

で学年に応じた指導をしました。  

１年 歯の王様を磨こう  

２年 虫歯になる理由を考えよう  

３年 歯の種類と働きを知ろう  

４年 虫歯のできやすいところを磨こう  

５年 自分の口腔内の様子を知ろう  

６年 歯肉炎を予防しよう  

５年生は用具の準備・後片付け園児の

演技の盛り上げ役で活躍  

 １０月の授業より 

子供園運動会 

ふれあい集会 

歯科保健指導 

インクルーシブ授業  

視覚障害者、聴覚障害者、身体障害者、

高齢者の方を講師としてお招きし、交流

しました。  

巻頭文にある行事も含めて、

写真入りで紹介します。  

教室までご案内  

全体会  
手話付きで  

「Believe」の合唱  

学年毎に交流  

佐藤さんの日常生
活を奥様のナレー
ションで紹介  

１・２年生は  

一緒に競技  

３・４・６年生

は応援で参加  

迫力ある演奏  

子どもたちの  
質問に答える  
佐藤さん  



 

 

 

学習発表会の見どころ 
1 年生 

 

1 年生は、  

劇「どうぶつむらのあいうえおマーチ」を

演じます。どうぶつむらの動物になり、「あ

いうえおマーチ」の歌詞を作り、楽しい合

唱コンクールを開きます。今回の劇には、

1 学期に学習した「あいうえおのうた」の

ように、リズムのよい言葉がたくさん出て

きます。初めて小学校の大きな舞台で、「ゆ

っくり、はっきり、大きな声で」を意識し

精一杯演じる 1 年生の姿を、是非ご覧くだ

さい。  

２年生 

 

２年生は、  

「１１ぴきのねこがたびにでた」の劇を発

表します。馬場のぼるさんの絵本「１１ぴ

きのねこ」のシリーズの中で人気の「ふく

ろのなか」のお話を、杉四小バージョンで

２年生が演じます。劇の発表は２年生も今

回が初めてです。役になりきって楽しく表

現すること、心を一つにみんなでつくり上

げることをめざして頑張ります。２年生と

いっしょにすてきなたびに出ませんか？

是非ご覧ください。  

３年生 

３年生は総合  

的な学習の時間  

で活動している  

「高円寺カルタを作ろう」の様子を音読劇

で発表します。劇では、今年の夏１５年ぶ

りに火星が地球に接近したことを記念し

て、宇宙人が友情出演（？）します。一期

一会の縁で読み継がれてきた「高円寺カル

タ」の素晴らしさを、会場の皆様に楽しく

分かりやすく伝えられるように頑張りま

す。「出せ出せ、わたしたちの全力！」３

年生の全力の姿をどうぞご覧ください。  

４年生 

４年生は杉四  

カンパニーの  

活動について劇を行います。４月から１１

月までの流れとこれからの活動について発

表します。密着取材をしたという設定でド

キュメンタリー番組をイメージして作りま

した。学校での取り組みをコミカルに描い

ています。自分たちの活動に責任感をもっ

て取り組んできた姿が垣間見える作品にし

ましたので、是非ご覧ください。  

５年生 

 

５年生は山形  

置賜の方々のご  

指導のもと、米を育ててきました。その歴

史は、１０年に及びます。４月から、米作

りの課題「みる・考える」を追求してきま

した。  

そしてこのたび【日本人の米、ＳＯＵＬ  

ＦＯＯＤ】について幾つかの視点で発表し

ます。「１０代目 米（マイ） ソウルブ

ラザーズ」の王道をいく静の発表と、オー

プニング・フィナーレに見 (魅 )せる動の発

表を存分にお楽しみください。  

６年生 

 ６年生は総合  

的な学習の時間  

に「夢」について学習しています。今回は、

「夢」をテーマにした発表です。劇あり、

歌あり、盛りだくさんです。「夢は簡単に叶

うものではありません。夢を叶えるために

は、人一倍努力が必要です。できっこない

と諦めず、６年生は自分の夢に向かって突

き進んでいきます」そんなメッセージが伝

われば嬉しいです。最強・最高を目指す私

たちの最後の学習発表会。今回も６年ワー

ルド炸裂です。  

１秒たりとも目が離せませんよ！  



  

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。  

朝会・集会 行事 給食献立表

1 木 縦割班 避難訓練　 八宝麺　じゃがいももち　柿

2 金 生活科見学（１・２）
麦ごはん　里芋コロッケ　切干大根の煮つけ
豆腐とわかめのみそ汁

3 土 文化の日
4 日 　

5 月 全校 安全指導安全点検　 にわとりめし　がね　豆腐のすまし汁　かぶのレモンじょうゆ

6 火 おはスタ 　 麦ごはん　さんまの姿煮　シャキシャキ和え　野菜のみそ汁

7 水 午前授業 鶏肉とごぼうのピラフ　豆のミネストローネ　さつまいもチップス

8 木 学活
かみかみわかめごはん　にぎすのから揚げ　豚汁
糸寒天のレモン酢かけ

9 金 学習発表会 おろしスパゲティ　キャベツのおかか和え　りんごのケーキ

10 土 土曜授業　学習発表会 キムチチャーハン　中華スープ　野菜チップス

11 日
12 月 振替休業日

13 火 おはスタ 午前授業 コーン茶飯　おでん　大豆とじゃこの甘辛揚げ

14 水 手作りピザ　ポトフ　みかん

15 木 学活 就学時健診　水曜時程 午前授業 マーボーライス　チンゲンサイとしめじのスープ　乳ない豆腐

16 金 おはスタ
さつまいもご飯　さわらの香味焼き　具だくさんみそ汁
ブロッコリーのあまじょうゆ

17 土
18 日

19 月 全校 クラブ⑦　理科出前授業（５） シーフードピラフ　ブルガリアのムサカ　あっさりスープ

20 火 児童集会 理科出前授業（５） カレーうどん　野菜のナムル　かぼちゃドーナツ

21 水 理科移動プラ（６） 油麩丼　大根のみそ汁　りんご

22 木
五穀おこわ　いわしのさんが焼き　のっぺい汁
もやしと小松菜のごまじょうゆ

23 金 勤労感謝の日
24 土
25 日

26 月 全校 委員会⑧ ビスキュイパン　チリコンカン　ごまドレッシングサラダ

27 火 音楽朝会 ５時間授業
きんぴらごはん　焼きししゃも　鶏団子の豆乳スープ
りんごゼリー

28 水 麦ごはん　鮭のチャンチャ焼き　五色煮　キャベツのみそ汁

29 木 学活 区連合音楽会（５） バターチキンカレー　大根サラダ　菊花みかん

30 金 花いっぱい運動（４） 小松菜チャーハン　とびうおのしゅうまい　春雨スープ　りんご

※今月の給食費引落日は１１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。

11月

                すぎしカレンダー　１１月


