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連携教育～繋がりの枝葉を伸ばす～ 
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学校だより 

 

１月の目標   
☆すすんであいさつをしよう        (生活指導目標) 

☆校舎内の安全について考えよう      (安全目標）    生活指導委員会 

         

 

新しい年を迎え、子供たちが気持ちを新たに

元気に登校してきました。今年も、保護者の皆様

や交通指導員さん、学校支援本部、高井戸警察署

など関係の方々と連携しながら、命の大切さや

温かい人間関係の大切さを教えていきます。そ

して、すべての子供たちにとって、明るく豊かな

１年となることを願っています。保護者・地域の

皆様にも、昨年同様のご支援・ご協力をいただけ

ましたら幸いです。 

『あいさつ月間』でもある今月の目標は、 

「すすんであいさつをしよう」です。新しい学

期のスタートにあたり、お互いに気持ちよく 

学校生活を送ることができるように、あいさつ

や礼儀を大切にした生活を心掛けていきまし

ょう。ご家庭や地域でも、単にあいさつを交わ

し合うだけでなく、目と目を合わせて心が伝わ

るあいさつの実践をし、子供たちに伝えていけ

るよう、ご協力をお願いいたします。 

 

 

明けまして おめでとうございます。 

今年も感染症対策をしっかりと行いながら、

笑顔が溢れる一年にしたいものです。 

本校と浜田山小学校は高井戸中学校小中一貫

教育グループに所属しています。コロナ禍以前

は、６年生が高井戸中学校を訪問し、校内見学や

中学校の先生から英語の授業を受けたりする機

会がありました。また、中学生のオーストラリア

研修等の報告会を本校で高学年向けに行っても

らったり、正門前で生徒会・代表委員会が共に挨

拶運動を実施したりしていました。高井戸中学

校ミニコンサートには、本校合唱団や和太鼓ク

ラブも参加して発表していました。和太鼓クラ

ブは中学校の和太鼓部と一緒に練習したり、共

に合奏したりする機会もありました。しかし、こ

の２年間は感染症対策のため、直接交流はなか

なか難しくなっています。そのような中でも無

理なく小中連携を継続できるように、今年度は

本校がこのグループのホスト校となって小中一

貫教育を推進しています。教員同士で各校の研

究授業を参観し合い、教科ごとに情報共有など

も行っています。正門前掲示板には３校の挨拶

ポスター代表作品を展示しています。３校揃っ

て挨拶運動にすすんで取り組む思 

いを新たに示しています。３学期 

の図工展には、高井戸中学校の生 

徒代表作品を届けていただくので、 

本校に展示する予定です。 

昨年の１２月の学校公開日前日の夕方に高井

戸中学校の生徒さんが「アンネのバラ」のアレン

ジメント花かごを届けに来てくれました。本校

卒業生が作成したクリスマスバージョンのとて

もすてきな作品でした。翌日の学校公開に間に

合うようにと暗闇迫る時間帯に急いで届けてく

ださった思いがとても嬉しかったです。公開日

朝に中学生の思いが届くようにと、校長室前の

廊下にメッセージと共に展示しました。 

２学期には２年生が近隣保育園の園児たちと

本校で交流を行いました。小中連携と同様に幼

保小連携もできる範囲で少しずつ実施を再開し

ています。２年生も園児もとても喜んで活動し

ていました。 

子供たちがより広い交流関係をもち、様々な

繋がりの枝葉を伸ばしていかれるように教育活

動を工夫していきます。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 



 

科学クラブ            

科学クラブでは、科学を好きになることを目

的に、学習を発展させた実験をしています。昨

年に続き、今年は感染症対策のため食品を扱え

ない分、化学等の実験を中心にしています。男

女・学年の境なしに楽しめるクラブです。 

 

コンピュータクラブ   

コンピュータクラブでは、パソコンを使っ

て名刺を作って交換したり、オリジナルのカ

レンダーを作り夏休みの計画を立てたり、オ

リジナルゲームを作ったりしています。様々

な学年で協力してクラブ活動を行っていま

す。 

 

アニメ・漫画クラブ        

アニメ・漫画クラブでは、みんなが自分の描

きたい絵を描いたり写したりします。また、み

んなの要望によりセル画やプラバンもします。

みんなの作品が見られる良い機会にもなって

います。 

    

工作クラブ            

 工作クラブは、一人ひとりが自分のアイディ

アを生かし、こだわりをもって作品をつくるク

ラブです。そして、みんな笑顔で、明るいので、

自然と他の学年の人とも友達になることがで

きるクラブです。 

 

和太鼓クラブ           

 和太鼓クラブでは「一音入魂」という言葉を

大切にしています。和太鼓をたたくのには少し

体力が必要ですが、その分ストレスが発散され

とても気持ち良いです。学年のかべはほとんど

なく、気楽に話しかけられるのも魅力の一つで

す。 

 

 

 

 

 

 

バドミントンクラブ        

 バドミントンクラブでは、他学年と楽しくラ

リーや試合をしています。得意、不得意関係な

く、みんなで楽しく安全に取り組むことができ

るクラブです。 

 

卓球クラブ           

 卓球クラブでは、初めてラケットを持つ人は、

ラケットの持ち方や打ち方を先生から教えて

もらいます。慣れてきたら、仲間とラリーをし

たり、試合をしたりします。できることが増え

ると自分の自信につながります。 

 

球技クラブ           

球技クラブは、他学年と仲を深められるよう

に、４～６年生が混ざったチームで活動してい

ます。サッカーやＴボールなどでは、上級生が

コツを教えたりチーム内で声を掛け合ったり

楽しく活動をしています。 

 

室内遊びクラブ          

 室内遊びクラブでは、カードゲームやオセロ、

将棋、ボードゲームなどで遊んでいます。活動

を通して、学年や男女関係なく、仲良くして遊

んでおり、とても楽しくやっています。 

 

屋外スポーツクラブ        

屋外スポーツクラブは、鬼ごっこ、ドッジ

ボールなど屋外でできる遊びを皆で決め、活

動していくクラブです。今年は女子も多く、

皆体を動かすことに熱中しています。男女、

学年問わず仲良く楽しく協力できるクラブで

す。 

 

手芸クラブ           

 手芸クラブでは、巾着袋やシュシュなど、

自分の作りたい物を作っています。分からな

いことは先生たちが教えてくれるので、すこ

し苦手でも楽しく活動しています。「他学年と

交流する」ということが目標であり、学年に

関係なく皆が楽しめるクラブです。 

ク ラ ブ 活 動 紹 介 
 



 

書き初め展   令和４年１月１７日（月）～２６日（水） 

【保護者鑑賞日：２５日（火）】 

 

    道徳教育担当

平成３０年度より「特別の教科 道徳」（道徳科）が全面実施となっています。道徳教育は本

来、学校の教育活動全体で行っていくものですが、道徳科の授業は道徳教育の要として、週に１

時間、年間指導計画に沿って計画的に実施しています。 

杉並区教育委員会は、５・６月と９・１０月を「いのちの教育月間」とし、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り組みを各学校で実施すること

を定めています。本校の道徳教育では、それに関連し、生命の誕生や他者とのつながりなど「い

のち」に関わる題材を授業で取り上げて、自己と結び付けながら考えを深める学習を行っていま

す。また、新型コロナウイルス感染症による制約の中でも、保育園児との交流や動物とのふれあ

いなどを通して、身近な命の存在や大切さに気付いたり、生き方を考えたりしています。 

さて、１月２５日（火）に道徳授業地区公開講座を行います。当日の道徳授業は、あらゆる人々

が互いの人権を尊重し合い、共に力を合わせて生活する共生社会に目を向け、親切、思いやり、

友情、信頼、国際理解、などをテーマにした内容の授業を計画しています。今年度の道徳授業地

区公開講座は、感染症拡大予防のため、保護者の授業参観人数の制限をさせていただきます。全

学年が５時間目に一斉に道徳科の公開授業を行います。さらに６時間目は、ご希望された保護者

の皆様を対象に講演会を行います。講師は、本校の児童と副籍交流で関わりのあるお子さんの母

親である荻野志保さんをお招きし、「身近な生活から考えるダイバーシティ（多様性）～障害の

ある娘との生活と高井戸東小での交流から考えること～」というテーマでご講演いただきます。 

ご家庭でも道徳の授業で学んだことについてお子さんと意見交換していただけたらと思いま

す。また、講演会につきましてもご出席をお待ちしております。  

今年度の書き初め展を１月１７日（金）～２６日（水）に開催いたします。 

 １・２年生が硬筆、３～６年生が毛筆に取り組んでいます。冬休みには、ご家庭でも練習

を積んだことと思います。例年毛筆をご指導くださる書家の春風香葉先生に、今年度は３年

生がご指導をいただきました。 

作品は各教室の廊下に展示され、児童が上記期間内に他学年の作品を鑑賞します。 

保護者の皆様は、学校公開にご来校の際にご覧ください。２５日（火）は 登校時～１６時

まで、ご覧いただくことができます。保護者鑑賞日以外に鑑賞を希望される場合は、担任ま

で日時と人数を連絡帳でお知らせください。なお、IDカードをお持ちでない方は、事務室へ

お寄りいただき、カードの代わりにシールをお渡ししますので、衣服に貼ってご鑑賞願いま

す。子供たちが心をこめて書いた作品を、ぜひご覧ください。 

     
春風香葉先生に毛筆作品をご寄贈いただきました。書き初め展中

は校長室前廊下に展示をします。どうぞご鑑賞ください。 



＜１月の行事予定＞ 
 

□･･･四角で囲まれた日にちはスクールカウンセラー来校日 

※１・２・３月の避難訓練は、予告なしで実施いたします。 

 

＜お知らせ・お願い＞ 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

１/１０ 

成人の日 

１１  

午前授業 

(東っこなし) 

始業式 

１２  

給食始 

委員会活動 

※給食費引き落とし日 

１３  

午前授業 

計測６年 

１４ 

安全指導 

読み聞かせ３年 

計測５年 

ロング放課後遊び 

１５ １６ 

１７  

昼集会 

計測４年 

書き初め展示始 

１８ 

朝運動 

計測３年 

１９ 

計測２年 

落語体験３年 

クラブ活動 

 

２０ 

計測１年 

２１ 

読み聞かせ２・４年 

ロング放課後遊び 
 

２２ 

土曜授業 

ぐんぐん体力 

２３ 

２４  

新一年保護者会 

２５  

学校公開 

朝運動 

道徳授業地区公開講座 

 

２６ 

書き初め展示終 

２７ 

出前授業１年 

２８ 

読み聞かせ１・５年 

ロング放課後遊び 
 

２９ ３０ 

３１ 昼会 

 
 
 

２/１ 

朝運動 

 

２ 

委員会活動 

落語体験３年 

３ ４ 

安全指導 

読み聞かせ２年 

理科出前授業３年 

ロング放課後遊び 

５ ６ 

学校公開について 

１月２５日(火) 学校公開 

時間 出席番号 

１校時(9:00～9:45) 21～ 

２校時(9:50～10:35) 21～ 

３校時(10:55～11:40) 1～10 

４校時(11:45～12:30) 1～10 

５校時(13:40～14:25) 11～20 

道徳授業地区公開講座 

６校時(14:30～15:15) 講演会 

密集を避けるため、今年度の公開は上記の割り

振りで行います。各家庭お一人の参観をお願いし

ます。お子さんの出席番号をご確認の上、その時

間帯にご参観ください。詳しくは、後日配布され

る別紙（学校公開の通知文）をご確認ください。 

【保護者の持ち物】 

・ＩＤカード・上履き（スリッパ） 

・外靴用の袋 ※必ずマスクをご着用ください。 

１月の学校運営協議会（CS会議） 
 １月２２日（土）１１時３０分より家庭科室

にて行います。今回も、感染症拡大防止のた 

め、傍聴は中止とさせていただきます。 

PTAより寄贈していただきました（校内

感染対策用） 

サーキュレーターと検温一体型自動アルコ

ールディスペンサー 

学校からの「サーキュレーターと検温一体

型自動アルコールディスペンサーがなく困っ

ている。」という意見をＰＴＡで受け止めてい

ただき、ＰＴＡ予算の予備費を遣って購入し

ていただきました。 

贈っていただいたその日から、活用させて

いただいています。ありがとうございます。 

ディスペンサーは、学校行事の際に、保護者

の方にも使用していただいています。 

 

 

 


