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４月の目標 あいさつ月間 

   ☆きまりを守ろう            （生活指導目標） 

   ☆登下校の安全に気をつけよう      （安全目標）        生活指導委員会 

 

 

入学・進級 おめでとうございます。 

校長  坂 本 智 子    

4月号 
No.５９３   

URL  http://www.suginami-school.ed.jp/takaidohigashisyou/ TEL 03-3304-5711 

学校だより 

ご入学、ご進級、おめでとうございます。 
緑の丘の上にある本校では小鳥たちが行き交
い、春を謳歌するようにさえずっています。教職
員一同、子供たちの心豊かに未来に生きる力を
育んでまいります。どうぞよろしくお願いいた
します。 
 
 
 

 
 

① 学力向上の取組 
子供たちが主体的に学習に取組む授業づくり

を推進していきます。校内研究は算数を核に学
びの個別化、探究化、協同化の融合実践を継続し
ていきます。一人１台タブレット型パソコンを
学習ツールとして活用し、個別最適化された学
びを構築していきます。 
子供自身のマネジメント力を高める「マイプ

ランタイム」は３年生以上の実施ですが、２年生
も３学期から取り組むこととします。   
毎日３０分間の国語「東っ子タイム」も継続実

施し、朝から集中して学習する習慣をつけてい
きます。低学年の放課後学習「学びたいム」も充
実させていきます。 
② 心の教育の推進 
共に生き、共に生かし合えることを大切にす

る学校でありたいと願っています。子供たちの
心理満足度を知るために、「WEBQU アンケート」
を２年生以上ではタブレット型パソコンを活用

し、１年生は紙ベースの hiper-QUアンケートで
回答し、年２回実施します。いじめアンケート等
とも連動させ、子供たちの心の状況を把握して
いきます。教職員の学年・学級経営の改善を図
り、課題の早期発見、未然対応に努めます。  
また、令和４年度杉並区教育相談コーディネ

ーターパイロット校として、教職員の教育相談
力向上を目指します。２者面談だけでなく、３者
面談等も新たに行い、個人面談を充実させます。 
そして、不安を抱える子供たちの校内での見

守りに地域見守りコーディネーターや地域見守
りボランティアを新設し、地域の方にもご協力
いただきながら共に推進していきます。 
③ 体力向上・健康教育の取組 
休み時間には教員がプレイリーダーとして子

供たちと共に遊ぶことを推奨します。放課後ロ
ング遊びも感染状況を見ながら実施します。 
④ 安全・安心な学校づくり 
子供たちの健康や安全に留意して、命や健康

を第一に優先してまいります。自他の命を守る
ことの大切さを理解し、自律できる心を培って
いきます。子供たちが夢に向かって希望をもち、
「みんなの幸せをみんなで創る」風土を醸成で
きるよう、子供たちを中心として教職員で柔軟
に工夫や努力をしていきます。 
いつも温かくご協力をいただきながら、子供

たちの学びを支えていただいているＰＴＡや地
域の皆様と、共に考え、共に育ち合うよりよい学
校を創ってまいりたく存じます。本年度も、どう
ぞご理解とご協力をよろしくお願いいたしま
す。 

 

 ご入学と進級おめでとうございます。新しい

年度のはじまりと共に、誰もが希望をもち、決意

を新たにしていることと思います。  

学校生活を始めるにあたり、生活リズムを整

え、学用品の準備や点検を行い、新しい環境への

心構えをするなど、保護者の皆様にご配慮いた

だきましたことへの感謝を申し上げると共に、

今後もご協力をいただけますよう、お願い致し

ます。楽しく気持ちよい集団生活を送るために

は、お互いにきまりを守っていくことも大切で

す。子供たち一人一人が、学校や学級のきまり

やその意味をよく考え、実践していけるように

指導していきます。ご家庭でも、登下校の安全

や放課後の過ごし方など、もう一度ご確認くだ

さい。学校、家庭、地域が手を携えて進んでい

けますよう、よろしくお願いいたします。 

教育委員 

教育目標 

「夢をもち 豊かに生きる子」 

○かかわる ○あらわす ○やりぬく 

        



 

   退職・転出した教職員からの 

            お別れの言葉 
 

 

川﨑 史子 主任教諭 

 3 年間ありがとうございました。周りの人、一人一人に思いやりの気持ちをもてる

優しい高東の子供たち、これからも、人と自分と時間を大切に、しなやかな「心力」

と「体力」を磨いていってくださいね。最後になりましたが、保護者の方、地域の

方々、関係されるすべての方々のご健康とご活躍をお祈りいたします。 
 

土田裕子  学校図書館司書 

 本好きな先生方や子供たちとたくさん出会い、充実した４年間を過ごさせていた

だきました。支えてくださった教職員をはじめ地域の皆様、お世話になりありがとう

ございました。 
 

新井 真紀 事務 
 何もわからない私に一から教えてくださった先生方、明るく元気な高東小の子供
たち、保護者・地域の皆様に支えられたくさんのことを学ぶことができました。 
４年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 
 
 
永富 裕  事務 
 児童のみなさんと直接かかわる機会は多くありませんでしたが、高東小の子供た
ちは事務室に入室するとき「失礼します。〇年〇組〇〇です。折り紙をいただけます
か。」など、挨拶がしっかりとできることに感心していました。一年という短い期間
でしたが、お世話になりました。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



学校運営協議会（CS） 
４月２３日（土）１０：３０～ 
家庭科室にて行います。感染症拡大予防のため、

今年度も傍聴はなしとさせていただきます。 

学校支援本部 
今年度も感染症対策を講じながら、ビレスク等

の活動を開催する予定です。 
 

＜４月の行事予定＞ □・・スクールカウンセラー来校日 

＜お知らせ・お願い＞ 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     ４/１ ２ 

３ ４ ５ 

春季休業日終 

６ 

始業式 

入学式 

７ 午前授業 

(東っこなし) 

1 年生 3 時間 

(11 日(月)まで) 

８ 午前授業 

給食始 

安全指導 

計測４･５･６年 

９ 

１０ １１ 午前授業 

計測 1・2・3 年 

保護者会 5・6 年 

１２ 午前授業 

1 年給食・４時間

授業始 

保護者会 3・4 年 

１３ 午前授業 

(東っこなし) 

 

１４ 午前授業 

聴力 5 年 

保護者会 1・2 年 

１５ 午前授業 

聴力３年 

１６ 

１７ １８ 

開校記念昼会 

聴力２年 

１９ 

全国学力・学習状

況調査 6 年 

聴力１年 

２０ 

開校記念日 

委員会活動 

２１ 

１年生を迎える

会（昼会） 

２２ ２３土曜授業 

(東っこなし) 

引き渡し訓練 

(５校時) 

２４ ２５振替休業日 ２６ 

内科検診1・2・3年 

２７ 午前授業 

内科検診4・5・6年 

２８ 

離任式 

２９ 昭和の日 ３０ 

 ※下校時刻は、学年便りをご確認ください。 

※委員会活動･クラブ活動がある水曜日は 1～4 年生は午前授業になります。(4 年生の代表委員の児童のみ 5 時間) 

スクールカウンセラー相談 
今年度も２人体制となります。 
月…小郷 桃子 SC  木…杉本 尚子 SC 
相談のご予約等は、下記までご連絡ください。 
留守番電話対応の場合もあります。 

０３－３３０４－５８７０（相談室直通電話） 

登校時、昇降口での密を防ぐために 
感染症の心配が続いていますが、登校後の昇降

口はどうしても密になります。一人一人の滞在時
間を減らし、少しでも密を防ぐため、次の点に気
を付けるよう４月からもご家庭のご協力をお願い
します。 
●３～６年生は、８時１０分から校舎内に入りま
す。●１・２年生は、８時５分から教室に上がる
ことが 
 できます。 
●早く来過ぎて、昇降口での滞在時間が長くなら
ないように登校させてください。 
●昇降口では、しゃべらずに素早く上履きに履き
替えて、教室に向かいます。 

1学期保護者会 
【日時】 
５・６年 ４月１１日（月）１４：００～ 
３・４年 ４月１２日（火）１４：００～ 
１・２年 ４月１４日（木）１４：００～  
【内容】 
全体会 学校経営・年間予定等について 
学級会 学級経営方針等について 
【場所】 
各教室 
※全体会は、各教室での動画視聴となります。 
※やむを得ない理由でご来校できない方は、オ
ンラインでの参加も可能です。 

欠席・遅刻・早退の連絡について 
昨年度に引き続き、携帯、PC からの欠席・遅

刻・早退の連絡を実施します。 
本日配布の「携帯・PC からの欠席等の連絡に

ついて（Microsoft Forms）」をご覧ください。 
 

 

３学期に募集したイラストを載せた学

校運営協議会作成の高東小カレンダーが

完成しました。後日お配りします。 

 


