
9月15日(土)の午後には､大きな笑い声

や本当にうれしそうな房が校庭のあちこちに
見られました｡創立50周年の時に埋めたタ
イムカプセルを80周年記念式典に先駆けて
掘り起こした時の様子です｡

今年はドラえもんの誕生から1∞年前にあ
たります｡ 2112年9月3日が誕生日で､ 100

年後の未来からドラえもんはやってきまし
た｡ドラえもんがポケットから取り出す道具
の中で何が一番はしいか､ある取材でアン

ケートをとったところ､ 1位は｢どこでもド

ア｣で､2位が｢タイムマシン｣だったそうですo

自由に時を超えたい願望は､いつでも多くの
人の望むところのようです｡

10月の生活目

校長　三上　はるひ

校庭では､あっという間に皆さんが30年

前にタイムスリップして､笑顔と笑い声が
溢れました.さぞかし30年前の杉八も素晴
らしかったのでしょう｡

以前卒業生からいただいた手紙の中に､
こうありました｡

｢私たち卒業生にとって『なくてはならな

いもの』は杉八で過ごしたあの時であるの

は間違いありません｡胸にあふれる杉八で
の思い出は､私たち卒業生の中に緩やかに
はっきりと残っています｡過ぎ去った杉八
での思い出がかけがえのないものだったと

気づくこの頃です｡自分はひとりじゃない､

仲間と過ごす喜び､そんなことを今の児童
たちにも伝えたいです｡
- ･杉八を通して過去に私たちが受けた多

くの喜びと､地域からの愛情をもって､今
度は私たちが児童たちに笑顔で何かに応え
たい･ ･ ･｣

今の杉八の子どもたちも30年後に母校の
ことをこんな風に思ってくれるように､杉

八のよき伝統を引き継ぎ､さらに立派な杉
八小を創り上げていきたいと思います｡

伝統は形でなく精神です｡この精神を未
来に引き継ぎ､子どもたち･教職員･卒業生･
地域で新しい歴史を築いていく決意を新た
にするために､ 10月20日､ 80周年記念式

典を挙行します.この精神が1(氾年後のド
ラえもんにも届きますように｡
ご支援よろしくお願いいたします｡

進んで仕事をしよう　　　　　生活指導委員会

戯重き聾磁篭き曇
るのが､時間を守ることや､きちんと
整とんすること､協力してやりとげる
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こと等です｡学習だけでなく
進めることで､多くの子ども
な力を付けてくれると思いま
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『高円寺阿波踊り』は､にぎやかで､楽しく､高円寺に 
は欠かせない行事ですo 

しかし､毎年たくさんのゴミが出ます02日間でなん 

と16iものゴミが出るのです06年生は､そのことを 

知り､ゴミを減らしたいと考え､学習に取り組みました○ 

作戟1
ハンフレットにメッセージを!

≪6年生が､パンフレットの載せて頂いたメッセージ≫

私たちは､毎年阿波踊りで､たくさんのごみが　~

出ていることをとても悲しく思っています｡そ

こで､今年は､ゴミ袋の配布を実施します｡私'

たちの行う｢ごみ持ち帰り運動｣に､こ協力よ

ろしくお願い致します｡
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作戦r2~ -

ホスターてコミ持ち煽りを呼ひか寝たい!

作戦3
jミ袋にメッセージを書き､配りたい!

｢ゴミを持ち帰り､高円寺の町を明るく､きれいにしよう｣というメッ

セージをかいたポスターを全員でかきました｡その中の2枚がパル商店

街に拡大ポスターとして掲示されました｡

曹酎
示ランティアに参弧帽頚閥コミ章由麗リ

ゴミ袋一枚一枚に､メッセージを書きました｡

1000枚の袋を阿波踊り当日､駅前で配布し

ました｡大きな声で｢ゴミ持ち帰りにご協力お

節いします! ｣と呼びかけながら配布すること
ができました｡

ボランティアの方々と一緒に､ゴミ集めを行いま

した｡ ｢ゴミがあったらお出し下さい｡｣ ｢ありが

とうございます｣と大きな声で､言うと､観客か

ら｢ご苦労様｡こちらこそありがとう｣と言われ､

嬉しかったです｡



杉並等ハ小学校のあゆみ
昭和7. 9. 1東京府豊多摩郡杉並第八尋常高等小学校

として開校

昭和7年　開校当時の校舎

9.8.31第一次増築(5教室､講堂)落成

ll.6.1校舎一部(10教室)焼失

12.2.16　第二次増築(16教室)落成

16. 4. 1東京府東京市杉並第八国民学校と改称

昭和1 7年頃の授業風景

18.7. 1東京都杉並第八国民学校と改称

22. 4. 1東京都杉並区立杉並第八小学校と改称

23.10. 1新校歌規定

昭和27年頃の朝礼風景

29.ll.20　簾堂移設､給食調理場落成

31. 7.24　プール(25mX9.3m)竣工

40.10.25　区研究指定校として発表

42.12.19　校庭に自然石を設置｡周辺植木完了

昭和42年頃の校舎

44. 2. 2　都及び区教育研究奨励校として発表

3.21三期に渡り鉄筋校舎落成

46. 3.11　体育館改築落成

48. 2.28

7.18

51. 2.26

57.ll.13

平成　2. 8.31

4.10.31

5. 3.31

8. 8.31

9. 2.10

3.15

11.3.31

14.ll.16

西側鉄筋校舎落成(1,679.8 nf )

岩石園
区教委より学校表彰を受ける
創立50周年記念式典挙行ブロンズ像
｢こころ｣設置新校旗作成

校舎内外塗装工事完了
創立60周年記念式典挙行
コンピューター室完成

体育館床改修工事完了
杉並区より善行青少年表彰を受ける
飼育小屋改築工事完了
｢地域子育てネットワーク･モデル事業｣

(3ケ年計画)を終了
創立70周年記念式典

平成14年　70周年記念航空写真

24.4. 1青葉の教育推進校

言語能力向上推進校(都)
9.1トイレ改修

10.20　創立80周年記念式典挙行
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･80周年記念式典-20日(土)に記念式典を行います｡記念式典では､

各学年が歌と詩の群読発表を行います｡それに向

けて､ 19日(金)には､公開リハーサルを予定し

ています｡ 20日(土)にご都合がつかない方は､

公開リハーサルで児童の発表をご覧下さい｡
･連合運動会-17日(水)は､連合運動会です｡万が一､雨で翌日

に延期になった場合には､全学年17日(水)と18

日(木)の時程を入れ替えますので､ご理解下さい｡
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(下校時刻)


