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改めて「道徳」を考える
校長 高橋

浩平

新年度が始まって 1 カ月が過ぎました。1 年生も徐々に学校生活に慣れ、上々の
新年度スタートができたのではないかと思います。子どもたちは毎日元気に登校し
てきています。これもご家庭での声かけや励ましあってのことだと思います。感謝
申し上げます。
さて、
「特別の教科である道徳」が今年度から完全実施となっています。本校でも
完全実施に向けて、４月９日に職員研修を行いました。道徳教育はこの「特別の教
科である道徳」を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの、とされています。
学校で「道徳」を学ぶのは、よりよく生きるために道徳性を身に付け、道徳的価
値を理解していくためです。つまり、これからの人生においてよりよく生きるため
に行うわけです。ひるがえって考えてみると私たち大人はよりよく生きているでし
ょうか。世の中には残念ながら「子どもの手本にならない大人」もたくさんいます。
車が通っていないので信号が赤でも横断歩道を渡ってしまう大人もよく見かけます。
改めて「善悪の判断」「規則の尊重」「公共の精神」などの道徳の項目を私たち大人
も振り返る必要がありそうです。
また、道徳科には「生命の尊さ」という項目もあり、
「生命を大切にすること」が
うたわれています。
杉並区では５月・６月と９月・１０月を「いのちの教育月間」としています。こ
のときに、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。本校でも５月 12 日の土曜授業の日に道徳
授業地区公開講座を開催いたします。
昨年度同様、今年度も済美教育センターの日浦克子先生においでいただき、保護
者、地域の皆さんとともに日浦先生の道徳授業に参加していただく公開授業を企画
しています。大人の皆さんも改めて道徳を考えるきっかけの一つにしていただけた
らと思います。
道徳授業地区公開講座で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、他学年の保護者の参加も大歓
迎です）、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。
また、５月１１日（金）１２日（土）の二日間は学校公開となります。１１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。
保護者の皆様、お久しぶりでございます。昨年度は、大変お世話になりました。今年
度より、練馬区の富士見台小学校で働いております。今年度も６年生の担任なのです
が、学級にいる子どもが３８名と昨年度の２クラス分なので、教室を非常に狭く感じ
ています。杉四で学んだこと、経験したことをいかして謙虚な気持ちでがんばってい
こうと思っています。場所は違えど、お子様の健やかな成長を願っています。
逸見 淳一（前 ６年１組担任）
１年間という短い在職でしたが、大変お世話になりました。３年生の音楽担当とし
て、「音」を「楽しむ」時間を過ごせた日々を幸せに感じた毎日でした。
４年生・５年生・６年生の授業にも参加させて頂き、杉四小の底力を感じた日々で
もありました。
純粋な心でやる気に充ちた皆さんと出会えた１年間、忘れません‼そして皆さんの
「歌声」も忘れません‼
笹沼 まり子（前 音楽専科）
「す」てきな思い出が心に
「ぎ」っしりつまっています
「し」んけんなまなざしで
「の」びのび学び、生き生き遊ぶ
「子」どもたちに、感謝をこめて・・・
ありがとう。お元気で‼
竹野

恵（前

１年２組講師）

昨年度後半、半年間という短い間でしたが４年生といっしょに勉強させていただき
ました。元気で物怖じしない子どもたち。常に活力に満ちたパワーを私の方がいただ
いていました。これからもその真っ直ぐな心で大きく成長していくことを確信してい
ます。
健康第一で日々過ごせるように心からお祈りしています。
たいへんお世話になり、ありがとうございました。
今駒 けい子（前 ４年講師）
４か月間という短い期間でしたが、１・２年生の算数少人数担当ということで、お世
話になりました。
一生懸命に学習に取り組んでいた姿や表情、休み時間など楽しそうにおしゃべりを
してくれた子…今も懐かしく思い出します。
支えてくださった方々に心より感謝申し上げます。みなさんどうぞお元気で！
大平 薫（前 １・２年算数少人数講師）

在職中は大変お世話になりました。
現在、中野区江原小学校でがんばっています。
青砥 正佳（前

３～６年算数少人数担当）

５年間お世話になりました。杉四小の子供達の顔を毎日思い出します。健やかな成長
と皆様のご多幸をお祈り申し上げます。４年生起業教育「杉四カンパニー」５種類の商
品を大切にします！
桑江 昌子（前 事務嘱託員）

杉四小の良さは、校長先生を先頭に先生方はじめ教育を支える杉四小スタッフの皆さ
ん（先生だけでなく働く全ての皆さん！）が子供たちの心身の健康・安全、幸せな成長
を願い、それぞれの持ち場で一生懸命いい仕事をしていたことです。
地域の皆様も温かい応援団だし、１年間のご縁でしたがいい学校で仕事をさせていた
だきました。ありがとうございました。
子供たちの幸せのために一層頑張ります。
野本 厚子（前 副校長校務支援員）

テストメール配信のお知らせ
５月１日１４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。

すぎしカレンダー 5月
5月

行事

朝会・集会

1 火 おはスタ 遠足（３・４）
2 水

安全指導安全点検

3 木

憲法記念日

4 金

みどりの日

5 土

こどもの日

給食献立表
豚肉とごぼうの混ぜご飯 いかのかりん揚げ ゆかり和え
のっぺい汁
中華ちまき わかめスープ 寒天入りフルーツポンチ

6 日
7 月 全校

委員会活動②歯科検診（１～３） 高野豆腐のそぼろごはん 早苗汁 美生柑

8 火 学活

区特定課題調査（３～６）

ピースご飯 鮭の照り焼き 肉じゃが 豆腐のすまし汁

9 水

尿検査一次（全）交通安全教室（１）

キャロットライス タンドリーチキン コーンサラダ
じゃがいもとベーコンのスープ

10 木 おはスポ 眼科検診（全）尿検査一次予備日 田舎うどん もやしとほうれん草の磯和え 草団子
11 金 おはスタ

火曜時間割 学校公開
ＩＣＴ公開授業

12 土

土曜授業・学校公開・道徳授業
地区公開講座

ハヤシライス じゃこサラダ 清見オレンジ

13 日
14 月 全校

クラブ活動② 歯科検診（4～6） ミートサンド ホワイトシチュー 茹で野菜のみそドレッシング
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

15 火 おはスタ
16 水

避難訓練

17 木 児童集会 内科検診（１～３）
18 金 おはスタ 遠足（１・２）

大豆入りドライカレー カリカリ油揚げのサラダ 美生柑
キムチチャーハン 中華スープ 野菜のナムル
ミルクゼリーピーチソース
麦ごはん かつおの磯揚げ 野菜のごまじょうゆ
じゃがいものみそ汁

19 土
20 日
21 月 全校

中華丼 春雨スープ 乳ない豆腐

22 火 おはスタ

手作りウインナーロールパン チリコンカン 野菜のピクルス

23 水

心臓検診（１・他）PTA総会

麦ごはん さわらの西京焼き 筑前煮 シャキシャキ和え

24 木 縦割班 内科検診（４～６）

クッパ フレンチポテト 美生柑

25 金 おはスタ 小中一貫①（対面式）

チキンライス ポテトオムレツ ジュリアンスープ

26 土
27 日
28 月 全校

尿検査２次（全）

麦ごはん のり佃煮 きんぴらコロッケ からしじょうゆ和え
豆腐とわかめのみそ汁

29 火 おはスタ 尿検査２次予備日（全）

ひじきごはん にぎすのから揚げ むらくも汁 グレープゼリー

30 水

三色そぼろごはん もずく入りみそ汁 大根サラダ

こころの劇場（６）

スパゲティペスカトーレ ごぼうサラダ
洋梨のヨーグルトケーキ
※今月の給食費引落日は5月７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。
31 木 音楽朝会

