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いまだかつてない環境が子供を伸ばす
校 長
コロナウイルス感染症の広がりにより、学校

細川 猛彦

興味をもったことに取り組ませたりするなどし

の再開がいつになるのか見えにくい状況が続い

て、子供の気持ちを前向きにさせていくならば、

ています。

子供にとって、大きな力につながっていくこと

各ご家庭では、お子さんの実態に合わせて、

は間違いありません。

さまざまな工夫を凝らして毎日を過ごされてい

なかなか言うことを聞かないと仰る保護者の

ることと推察しています。短い日数ならばとも

方もいらっしゃいますが、大人と子供との根比

かく、すでに 2 か月が経過し、
健康面や学習面、

べです。子供の言い分は聞きつつ、
「子供は、大

運動面、他者とのつながりなど、心配なことは

人が思うほどにはできないこともある」と受け

尽きません。

止めるなど、柔軟な気持ちで子供と接していく

この大変な状況であっても、そのことを前向

ことが肝要です。

きにとらえると、子供に貴重な経験をさせるこ

学校の臨時休業が 5 月 11 日以降も続く場合、

とのできる絶好のチャンスとなります。どの学

学校から子供への課題を増やしていく予定です。

年であっても、自分のための家の仕事や家族の

保護者の皆様には、引き続きご協力をお願いす

ためになる仕事、普段より時間があるからでき

ることになりますが、いまだかつてない環境が、

る仕事など、さまざまなことを子供に経験させ

子供の実践的な力を伸ばすまたとない機会とと

ることができる機会なのです。

らえていただけると幸いです。

例えば、玄関掃除について考えてみると、履

目に見えないウイルスを、正しく恐れて適切

物をそろえることから始まり、掃き掃除や拭き

に対処して、終息に向けてそれぞれの立場に応

掃除、より心地よい空間になるような装飾など、

じて努力を重ねていきたいと考えています。

多くの仕事が考えられます。それを、はじめは
大人が子供に手本を見せ、子供にやらせ、やっ
たことを褒め、でき具合を振り返らせるという
ことを、ていねいに繰り返し繰り返し教えてい
きたいものです。

産育休代替教員が着任しました
２年３組担任 荻原 渚 教諭は、出産休暇・育
児休業を取得することになりました。４月３０日より
代替として、江見 みどり 教諭が着任しました。ど
うぞよろしくお願いします。

「やってみせ、
言って聞かせて、
させてみて、
誉めてやらねば、人は動かじ」という名言があ
りますが、この言葉は大人だけでなく子供にも
そのままあてはまるといえます。子供にも、こ
のことを大人が意識して取り組ませればよいの
です。これまで、そのような経験を子供に多く
させていなかった場合には、子供がすぐに素直
に受け入れることは難しいかもしれません。し
かし、大人があきらめずに繰り返し教えたり、

本年度の学校運営協議会のメンバー
◎…会長 ○…会長職務代理
◎綾部 晋策様 ○多々納 誠子様 山蔦 祐司様
吉澤 史子様
牧野 光治様
島田 法子様
杉原 明子様
坂井 初枝様
です。どうぞよろしくお願いします。５月の開催日
は５月２６日(火)の予定です。

お世話になりました（転出）
副校長
水野 恵美子
明るい笑顔の子供たちとチーム高四の教職員、ＰＴＡ
の皆様や地域の皆様と共に高四小創立８０周年を迎える
ことができたことが良い思い出です。いつも協力的なＰ
ＴＡの皆様、そよ風本部の皆様に支えられて充実した
日々を過ごすことができました。一年間という短い期間
でしたが、心より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
１－１
岡 夏子
教室の窓から見える、ハート形のポプラの木。優し
く温かく見守って力を貸してくださる地域や保護者の皆
さん。元気いっぱい、笑顔いっぱいの素直で可愛い子供
たち。みんなみんな大好きでした。
高四小で、たくさんの宝物をいただきました。これか
らの高四小の子供たちが、笑顔であり続けることを心よ
り願っております。５年間、ありがとうございました。
１－３
杉原 由香利
高四小に長い間、大変お世話になりました。どの学年
もみんな仲良しで、素直でやる気のある子どもたちが多
くて、授業をしていてとても楽しかったです。一番の思
い出は、毎年の運動会です。かわいいダンス、かっこいい
表現、気合を入れてのぞむ競技。みんなが全力で取り組
むので、毎年感動していました。高四小の「みんなでがん
ばる」いいところをこれからも大切にして、いろいろな
ことに取り組んでほしいと思います。
長い間、ありがとうございました。
２－３
秋葉 あい
２年前、たくさんの笑顔が進級・入学をお祝いした日、
１年生と一緒に私の高四小生活が始まりました。全校児
童が仲良しで、自分が好きなことを見つけて楽しめるの
が高四小のいいところです。温かく幸せな時間をいただ
いた皆様に、心から感謝申し上げます。

３－２
丸尾 扶美代
元気な子供たちや温かい保護者の皆さん、そよかぜ本
部をはじめとした地域の方々に支えられて充実した日々
を送ることができました。昨年の開校 80 周年をお祝いす
る会や行事では、高四小の歴史の重みと地域との深い関
わりを改めて知ることができました。子供たちと共に学
びながら、高四小と西荻窪の素敵なところをたくさん再
発見することもできました。思い出多き高四小で、これ
からも子供たち一人一人が輝きを増しながら成長してい
くことを願っております。たくさんの御支援と御協力、
ありがとうございました。

算 数
上野 泰正
高四小の皆さんに会えなくなって寂しいのですが、
様々な出来事が心の中によみがり、思い出すことができ
ます。ありがとうございました。
大変な日々が過ぎていると思われますが、みなさん、
ご自愛いただきますように・・・。
シー ユー アゲイン！どうぞお元気で。
ことばの教室

井出 好太郎

高四小のことばの教室の開設に伴い異動してきて、
五年間お世話になりました。児童と共に成長できた楽し
い５年間でした。今まで、お世話になりました。高四小の
皆さんの健やかな成長を願っています。
ことばの教室
逆瀬川 聡子
ことばの教室で 5 年間お世話になりました。子供た
ちとの学習や会話には、多くの学びがありとても楽し
い時間でした。高四小で学んだことを次の学校でも生
かしていけるよう努めます。また、子供たちの活躍を
心より願っています。
5 年間ありがとうございました。
たかし教室
小林 香菜子
高四小で過ごした１年間は、とても楽しくあっとい
う間の１年間でした。素直で優しく、元気な子供たちと
一緒に過ごすことができて、忘れられない素敵な思い出
がたくさんできました。また、先生方や保護者の方々、地
域の方々に温かく支えていただき、多くの学びのある１
年間となりました。高四小で学んだことを生かし、新天
地でも頑張ります。ありがとうございました。
栄養士
渡邊 真理子
毎朝、元気な子供たちから『今日の給食楽しみにし
てるよ～』という声をきくと高四小に来て本当によか
ったなぁと思いました。
短い間でしたが、職員の皆様、保護者の皆様方に温か
く見守っていただいたおかげで、安全に給食を提供す
ることができました。本当にお世話になりました。
英 語
上阪真弓
笑顔あふれる教室で英語のやり取りをした頃が、遠い
昔のことのように懐かしいです。素直で元気な子供たち
と素晴らしい教職員の皆様のおかげで、とても幸せな４
年間でした。
大変お世話になりました。ありがとうございました。

よろしくお願いします（転入）
副校長

米山

美智子

この 4 月に杉並第一小学校より副校長として着

ことばの教室

吉廣 典子

墨田区立押上小学校からまいりました吉廣典子と

任しました。今年は異例な校庭での入学式からス

申します。学校の特色や地域の様子を知りつつ、子供

タートしましたが、子供たちのたくさんの笑顔に

たちがのびのびと過ごせるように保護者の方々と協

うれしい気持ちになりました。子供たちが安心し

力して教育活動を進めていきたいと思います。どうぞ

て伸び伸びと学校生活を送れるよう精一杯努め

よろしくお願いいたします。

てまいります。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

２－１

本木

綾子

新宿区立四谷小学校から転任してまいりました。
算 数

小室

純子

校門の桜の木や子供たちの元気な声に迎えられ、嬉し

西荻窪駅の北側にある井荻小学校から転任し

い気持ちでいっぱいです。これから保護者や地域の皆

てまいりました。先日の入学式、始業式では不安

様にお会いできるのを楽しみにしております。どうぞ

を吹き飛ばしてくれるような元気な子供たちに

よろしくお願いいたします。

会うことができ、ほっとしました。一日も早く子
供たちと一緒に活動できることを楽しみにして
おります。よろしくお願いいたします。

４－２

宮本

浩樹

笑顔溢れる高井戸第四小学校の児童に出会えてと
ても嬉しいです。初任のため、保護者や地域の皆様に

１－３ 近藤

杏子

豊島区立豊成小学校から転任してまいりまし

はご迷惑をお掛けすることがあると思いますが、全力
で頑張ります。何卒、よろしく御願いいたします。

た。子供たち一人ひとりが、安心して、のびのび
と楽しく学校生活を送れるよう、毎日笑顔で頑張

１－２

今村 真莉(復帰)

ります。素敵な子供たちの成長を、精一杯支えて

始業式の日に久しぶりに高四小の子供たちに会う

いきたいと思っております。保護者の皆様、地域

と、たくさんの子が笑顔で迎えてくれました。皆さん

の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

の成長に驚くとともに、嬉しく思います。1 年間子供
たちと笑顔で過ごしていきたいです。保護者の皆様、

２－２

水野 早紀

青梅市立第三小学校から転任してまいりまし
た。６日の始業式で、とても素直な子供たちと出
会えて元気をもらいました。こんな状況でなかな
か学校がスタートできず残念ですが、みなさんに
次に会える日を楽しみにしています。よろしくお
願い致します。
ことばの教室

篠原 明子

杉並第十小学校から異動してきました。「こと
ばの教室」の担任として頑張ります。高四小の良
いところをたくさん見つけたいと思います。困っ

地域の方々どうぞよろしくお願いいたします。
栄養士

海出

由香

笑顔いっぱいの高四小のみなさんに、給食を食べて
よりいっそう元気モリモリになってもらえるよう、美
味しくて安心安全な給食を作っていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
英 語

多々納 誠子

今年度から５～６年生の英語専科の授業を担当す
ることになりました。子供たちが仲良し兄弟のように
学校生活を送っている高四小で、ALT や JTE の先生と

たことがあったらいつでもお話しに来てくださ

一緒に楽しく英語が覚えられるように計画していま

い。どうぞよろしくお願いします。

す。どうぞよろしくお願いいたします。

