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教育目標「すすんで考えやりぬく子 心ゆたかでたくましい子 なかよく助け合う子」 

 

みんなのしあわせを創る 

校長 馬場 章弘 

「歌えない？ 楽器で歌え！ 音楽会」をテーマに開催いたしました学年音楽発表会には、964 名と

たくさんの方においでいただきました。ありがとうございました。新型コロナウイルス感染予防のため

学年ごとの入れ替え制になり、全学年を聞いていただくことができなかったのは、やはり「残念だった」

という声も多くありました。6 年間の成長を見たり聞いたりすることは、学びがあります。直前 1 週間

の子供たちの集中力は素晴らしいものがありました。演奏する曲がどんどん素晴らしいものに変化して

いくのと同時に、練習中に受けるアドバイスを聞く真剣さが、日々増してきました。子供たちの練習に

励む日々の姿に、素直さに、感動し元気をもらいました。ご家庭でもたくさんご協力いただいたことと

思います。ありがとうございました。練習してきた成果を十分に発揮し、素晴らしい演奏になりました。 

さて、区報などにも掲載されていますが、来年度からの杉並区の教育の基本方針が 11 月に決まりま

した。「みんなのしあわせを創る 杉並の教育」です。この目標をもう少し本校の実態に当てはめてわ

かりやすくすると、次のようになります。 

「みんな」とは、児童は当然のこと、その保護者ばかりでなく子供たちの成長をいつも見守ってくだ

さっている地域の方々も含みます。日頃の挨拶から始まり、さんさんサポート、わんわんパトロール、

朝の運動などばかりでなく、秋に行われる神社のお祭りのお神輿でも、たくさんの方々に子供たちが見

守られていることを実感します。 

また「しあわせ」とは、その人らしく生きるということです。そして「その人らしく」とは、自分の

主張を何が何でも通すことではなく、その人の得意なことをみんなのために活かすということだと考え

ています。日頃子供たちに話したり授業でも取り上げたりしていますが、人はそれぞれ得意なことや苦

手なことがあり、ちがいがあります。その「ちがい＝多様性」を排除するのではなく、逆にお互いに活

かせるようになってほしいと願っています。 

昭和の時代はみんなと同じことを規律正しく効率よくできることを求められました。しかしこれから

は、今回の新型コロナウイルスのパンデミックや脱炭素社会を目指す動きのように、誰もが経験したこ

との無いことが次から次へと起きてきます。その激動の社会の中では、他の人と同じように動こうと思

って周りを見渡しているだけでは、身動きが取れなくなります。自分で考え判断し、さらにそれを声高

に主張するのではなく、ちがう意見の人とも協調できる点を探しながら方針を決めて行動していく力が

求められます。それぞれの得意なことを活かし合い、苦手なことを補い合って生きていく力が求められ

るのです。「みんなのしあわせを創る」ために、これまでも、そしてこれからも励んでまいります。 
感染状況をみながら、音楽で歌やリコーダー等の指導を少しずつ入れていきます。 

 

生活指導部より                                 生活指導部  

『冬休みについて』 

 

 今年も残すところわずかとなりました。これから寒さがきびしくなり、かぜやインフルエンザが本格
的に流行してくる季節でもあります。ウィルスに負けないように、うがいや手洗いなどを心がけましょ
う。さて、子供たちが楽しみにしている冬休み。２週間余りの冬休みですが、大晦日やお正月の行事も
あり、家族で１年を振り返ったり、新しい年の目標を話し合ったりする良い機会です。お子さまとのコ
ミュニケーションを大いにとっていただき、３学期の始業式には全員が新たな気持ちで元気な顔で登校
してほしいと願っています。 
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バスケットボールクラブ           ６年２組 

 バスケットボールクラブでは、ドリブルやパス、シュ

ート等の練習をします。基礎から教わることができるの

で、初心者でも楽しんで活動できます。今年はコロナの

影響で試合ができませんでしたが、チームメイトとは学

年を越えて交流できるおすすめのクラブです。 

コンピュータークラブ           ６年１組 

 コンピュータークラブでは、４年生から 6年生までの

皆が仲良くプログラミングをしたりカレンダーを作っ

たりしています。パソコンに詳しくない人も詳しい人に

教えてもらいながら協力して楽しくパソコンについて

学ぶクラブです。 

卓球クラブ                 ６年３組 

 卓球クラブでは、学年関係なく、みんな仲良く活動し

ています。クラブ内での試合に向けて練習したいことは

レベルで分かれて練習を行います。試合のルールはみん

なが納得できるように必ず、クラブ全員で決めます。 

みんなで楽しく卓球をしましょう♪ 

運動クラブ                ６年３組 

 僕たちは、校庭を使い、球技をはじめとするいろいろ

な競技をしています。運動をすることにより、同じ学年

同士だけではなく他学年と関わり合い、仲を深めること

ができます。チームで協力して勝てた時にはとてもうれ

しいです。      

イラスト・造形クラブ            ６年３組 

 イラスト造形クラブでは、自分で考えたイラストやア

ニメや漫画のイラストをかいたり、プラバン作りをした

りしています。自分の考えたものを自由につくることが

できる所がいい所です。他の人の作品を見て学ぶことも

できます。 

ハンドメイドクラブ            ６年３組 

ハンドメイドクラブでは、自分の作りたいものを布や

フェルトで作ります。違う学年の人と班を作り、協力し

ながら作っていきます。そうすることで、違う学年と交

流することができ、協力する大切さも学ぶこともできま

す。 

ダンスクラブ                ６年２組          

私たちダンスクラブは、流行りの曲の動画に合わせて踊

る練習をしています。今はコロナの影響で発表する機会

がありませんが、もしかしたら私たちのダンスの動画を

撮るかもしれません。身体がかたくても運動が苦手でも

楽しめます。 

ゲームクラブ               ６年３組 

 主な活動内容は、皆でトランプやボードゲームなどで

楽しく遊ぶことです。しかし現在、新型コロナウイルス

が流行していることから、どのような感染対策をすれば

よいのかを皆で話し合いました。安全に活動できるよう

にこれからも協力して安全に活動していきます。 

バドミントンクラブ             ６年３組 

バドミントンクラブでは、チームに分かれて練習をした

り、慣れてきたら試合をしたりしています。チームは

４・５・６年生が混ざっていて、教え合うことで他の学

年とも仲良くなれる楽しいクラブです。バドミントンを

したことがない人も楽しく活動できます。 

昔遊びクラブ               ６年３組 

 昔遊びクラブでは、昔に遊び道具として使われていた

メンコやぶんぶんゴマを折り紙や工作用紙で協力して

作って遊んだり、けん玉などを楽しんだりしています。

クラブ内は男女分け隔てなく仲が良いです。みんなで昔

遊びを楽しみましょう。 

 サイエンスクラブ             ６年２組 

僕たちサイエンスクラブでは、普段できないような実験

をします。実験によって楽しい時間を過ごすことがで

き、ドキドキワクワク！理科が大好きになります。それ

にサイエンスクラブだけの特別授業もあります。あなた

もサイエンスワールドに行ってみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ活動の紹介 



 

  

  
児童委員会                  ６年１組 ６年３組 

 児童委員会では、音楽会のスローガンを決めたり、高三小のマスコ

ットキャラクターを作ったりしました。ユニセフ募金やベルマークの

回収なども行います。高三小をより良くするために、私たちは活動し

ています。 

 

運動委員会                          ６年 1組 

 運動委員会では、みんなの体育がスムーズにできるように率先して

活動しています。主に、体育倉庫や石灰倉庫の掃除、ボールの空気入

れ、ビブスの整理などを協力して行っています。これからも体育のこ

となら運動委員会に任せてください！ 

音楽委員会                       ６年３組 

 音楽委員会では、音楽集会に向けて合奏の練習をしています。音楽

が得意な人、苦手な人も音楽委員の一員としてみんなで協力をして活

動することを第一の目標にしています。高三小のみんなが音楽を好き

になれるような素敵な音楽をお届けします。 

飼育委員会                           ６年１組 

 飼育委員会では、ウサギや亀のお世話を中心に活動をしています。

まずは、ウサギの「チョコ」は食いしん坊でよくエサを食べます。た

まに脱走することもあるけど、実は…臆病なんです。亀の「カメ吉」

と「カメちい」はのんびり屋で、いつもエサを欲しがるかわいい２匹

です。 

放送委員会                        ６年１組 

 放送委員会では、朝とお昼の放送をしています。お昼の放送では、1

年生から 6 年生まで楽しめるような放送内容を考えて、自分の放送担

当の日に伝えています。これからも楽しく放送を聞いてくれるとうれ

しいです。 

ＥＣＯ委員会                                 ６年２組     

 ECO委員会では、環境問題についてできることを考えて月間放送を行

ったり、ポスターを作ったりしています。 

また、ゴミの分別などの動画も作っているの 

で、みなさんも ECOについて知り、環境問題 

への取り組みにご協力お願いします。 

 

図書委員会                           ６年３組 

 図書委員会では、本の貸し借りやしおりの制作、本棚の整理をして

います。また、読書旬間では本の紹介やスタンプラリーなどのイベン

トを考えています！ 

集会委員会                               ６年２組 

 みんなで協力して計画を立てて、毎月一回動画を流しています。１

年生から６年生までが楽しめる動画を作ることを目標にしています。

みんなが楽しんで笑ってくれる動画をつくれるようにこれからもがん

ばります！ 

 

※クラブ・委員会は毎年新設するかを検討しているた

め、来年度変更・追加の可能性もあります。 

 

保健給食委員会                        ６年１組 

 私たち保健給食委員は、朝早く来て、みんなの安全のために水質検

査をします。他にも栄養黒板に、今日 

の給食のこんだてや使う具材を書き、 

何を使っているのかわかるようにして 

います。給食室の前を通ったら、栄養 

黒板を見てください。 

 

 

                                                     

 

 

１月１５日（土）と１月１７日（月）から１月２１日(金)までの期間、校内書き初め展があります。全校

児童の作品を展示し、互いに鑑賞し合う中で文字意識を向上させ書写に対する関心を高めること、そしてみ

んなで楽しく書き初めをすることをねらいとしています。低学年は硬筆、中・高学年は毛筆で作品を仕上げ

ます。１年生から６年生まで、お互いの力作を鑑賞できる場になるようにしていきます。 

保護者の皆様もぜひ学校に足を運んでいただきご鑑賞ください。 

※鑑賞期間中は人数制限を設けません。ただし、緊急事態宣言が発令している場合は、

保護者の参観はございませんのでご了承ください。 

 

委員会活動の紹介 

校内書き初め展 
 

 



 

1 水 安
都学力調査（４）１－３ｈ　キャリア教育（６）１・２ｈ
緑の授業（低）１－４ｈ

14:30-16:00

2 木 基 おはし出前授業（３）２－４ｈ

3 金 遊

4 土 学 Ｂ３　土曜授業　道徳授業公開１ｈ　落ち葉拾い集会２・３ｈ 13:00-16:00

5 日
10:00-12:00

13:00-16:00

6 月 朝 クラブ活動（２学期まとめ）

7 火 基

8 水 集 14:30-16:00

9 木 基

10 金 遊 宇宙エレベーター（６）１－６ｈ

11 土 13:00-16:00

12 日
10:00-12:00

13:00-16:00

13 月 朝 Hug me落語（高）３・４ｈ

14 火 基 Ａ４

15 水 読 14:30-16:00

16 木 基 社会科見学（６）

17 金 読 Ｂ６

18 土 13:00-16:00

19 日
10:00-12:00

13:00-16:00

20 月 朝

21 火 基

22 水 読 14:30-16:00

23 木 基

24 金 学 Ｂ５　終業式１ｈ　給食終　大掃除（５ｈ・昼休み無）

25 土 冬季休業日始 13:00-16:00

26 日
10:00-12:00

13:00-16:00

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

0
ご用の場合は、予めご連絡を頂くと助かります。（スクールカウンセラー直通  tel：3302-0265）

※スクールカウンセラー在校日は変更になる場合がございます。　　（原則　火：山口　　木曜：金)

※予告なしの避難訓練が入ります。

校庭開放日 曜 集
会 学　校　行　事

･･･スクールカウンセラー来校SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

落ち葉拾い旬間


