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予定通りスタートした令和３年度。校舎には児

童の学ぶ姿があり、元気な声が響いています。休

み時間になるとたくさんの児童が力いっぱい走っ

たりボールを投げたり、体を動かして遊んでいま

す。４・５月のこのような当たり前の学校の様子

は２年ぶりなのだと、桜が舞い散る中、校庭で遊

ぶ子供たちの姿から気付かされました。 

思えば１年ほど前、私達の生活は一変しました。

感染防止のための自粛要請を受け、不要不急の外

出が減ることで経済的な打撃を受けられた方が多

いということもありました。 

一方、困難な状況ではありましたが、得たもの

もありました。それは、日常の大切さを再確認で

きたことです。不要不急の外出や遠出はできなく

とも、日頃当たり前に過ごす日常生活のありがた

さを、体力維持を兼ねた近所の散歩などによって

再確認された方もいらっしゃったのではないでし

ょうか。私が、早朝の散歩の中で触れたものは様々

でした。朝露を身にまとい光る山吹や芝桜の鮮や

かな色、平坦なアスファルトとは違い体重を受け

止める土や砂利の感触、遠くから運ばれてくる電

車の発する音など、感覚に働き掛けてくる何気な

い日常に、喜びを感じることができました。今あ

るものを大切に、今できることを状況に応じて慎

重に行う姿勢をもち続けたいと思ったものでした。 

長期間にわたって感染症の拡大を防ぐために、

新しい生活様式は続いています。この状況下でも、

学校に児童が登校してくる姿には喜びを感じてい

ます。さらに、様々な場面での児童の活躍からは、

元気や感動をもらいます。その一つを紹介します。 

１学期の始業式。新２～６年生児童に注目され

る新教職員としてのあいさつは、何度経験しても

緊張するのですが、式の中で感動することがあり

ました。６年生児童による代表児童の言葉です。

新しい学年になった喜びや最上級生として責任を

もって学校生活を送ることなどがその内容でした。

驚いたのは、数分にわたって話をしていたにもか

かわらず、その児童は何も見ることなく、堂々と

話していたことでした。大人でも緊張する式の中

で、その児童は輝いていました。感動しました。

これから始まる学校の生活に、心から期待できる

と感じさせてもらいました。 

４月は、スポーツ界からも苦難を乗り越える姿

に、元気と勇気をもらいました。日常生活を送れ

ることの大切さも選手の言葉から伝わってきまし

た。 

日々の生活の中で、少しずつ成長する子供たち

に声を掛け、励まし、応援していきたいと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の目標   
☆ 力を合わせて助け合おう       (生活指導目標) 
☆ 自転車の正しい乗り方を知ろう    (安全目標） 

 

 

５ 月号 
No.５ ８ ３    

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

 

学校だより 

 

新年度がスタートして約１か月が経ちま
した。1年生も学校生活に少しずつ慣れて
きた頃でしょう。学校では、力を合わせて
助け合わなければならないことがたくさん
あります。係や掃除、給食当番や委員会活
動といった活動があります。集団の中での
ルールを守り、声を掛け合い、協力してい
くことの大切さを学んでほしいと願い指導

に当たります。安全目標は、「自転車の正
しい乗り方を知ろう」です。自転車は命を
落とす危険性のある乗り物です。自転車の
点検、乗り降り、走るスピードやブレーキ
のかけ方、ヘルメットの着用、夜間のライ
ト等、お子さんの自転車の乗り方につい
て、ぜひご家庭でも一緒にご確認くださ
い。        （生活指導部より） 

 

今までの、そしてこれからの日常の大切さ 

副校長  久保 知己    



 

 

 

 

 

 

 

  

高東へようこそ！ …新教職員紹介… 

 

 

 

 

     （副校長） 
 東村山市より異動してまいりました。４月
の初めは、神田川の桜を楽しみながら出勤し、
職員室に来る子供たちの礼儀正しさ、丁寧な
言葉遣いに感心しながらひと月を過ごしまし
た。子供たちと挨拶を交わすことが楽しみに
なっています。高井戸東小学校の一員として
様々な場面で貢献できるよう努めて参りま
す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
     （図画工作） 
 高井戸小学校から参りました。私も杉並の
子供として育ちましたので、高井戸東小の子
供たちとの図工の時間を楽しみにしていまし
た。活動に対しても、人に対しても、丁寧さ
を大切にするよう指導していきます。御来校
の際にはご自身のお子さんだけではなく、他
のお子さんの作品もご覧になり、励ましてい
ただければ幸いです。よろしくお願いします。 
 
    （理科・家庭科） 
はじめまして。本年度より産休代替として

高井戸東小学校に勤務となりました、竹内瞳
です。３・４年生の理科、５・６年生の家庭
科を担当します。子供たちと多くのことを学
び、共に成長していくことができるよう努め
て参ります。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 

     （１年３組体育） 
長い間、中学の保健体育を担当してきまし

たが、退職して２年前から小学校の体育の時
間講師をさせて頂いています。体育はとても
大切で、おもしろい時間でもあります。子供
たちにとって、体育のある日は学校に行くこ
とが楽しいと思ってもらえるように頑張りま
す。 
 
 

     （特別支援教室専門員） 
 はじめまして。４月から、たかひがし教室
の「特別支援教室専門員」になりました。豊
かな自然と、明るく礼儀正しい高井戸東小学
校の子供たちに出会え、とても嬉しいです。
子供たちの元気と笑顔を、もっともっと増や
せるよう頑張って参ります。 
 
 
 
      （事務） 
 小学校勤務は初めてで、未知の世界に緊張
と不安がいっぱいです。でも、これからたく
さんの魅力を発見して馴染んでいければと思
っております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。 
 
 
     （事務補助） 
区内の久我山小学校から異動して参りまし

た。事務室の窓から、笑顔いっぱいに校庭を 
走り回る子どもたちの姿に元気をもらってい
ます。皆様のお役に立てるよう努めてまいり 
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 



 

１－１       

ぼくは、中休みに体育館で遊んだことが楽しかっ

たです。ボールをバスケットゴールに投げました。

近づいて、上に軽く投げたら入って、嬉しかったで

す。これからいろいろな遊びや勉強をするのが楽し

みです。 

１－２       

 ぼくは、迷路のような線つなぎをすることが好き

です。入学式の日にみんなとした「茶つぼ」が楽し

かったです。これから漢字の勉強をすることが楽し

みです。 

１－３       

 ぼくは、勉強することが楽しいです。算数で、仲

間分けをしたり、数を数えたりすることが好きです。

これから勉強をいっぱいすることが楽しみです。 

２－１       

 ２年生になって、１年生の時に苦手だったことに

チャレンジしたいです。特に、皆の前で発表すると

きに緊張しちゃうけれど、慣れてすらすらと発表で

きるようにしたいです。 

２－２       

 ぼくは、１年生に優しくしてあげられる２年生に

なりたいです。入学したばかりで学校のことが分か

らない１年生にたくさん教えてあげたいです。 

２－３       

 ２年生になって、新しく１年生とちがう漢字を習

えるから、その漢字を書き順をまちがえないで正し

く覚えたいです。 

３－１       

 私は、３年生でいろいろなことに挑戦をしたいで

す。前は逃げてしまっていたので、恥ずかしがらず

に思いきってやってみたり、嫌になっても諦めずに

取り組んだりしていきたいです。 

３－２       

 私は３年生になったので、人に親切にして、たく

さん友達を作りたいです。友達を増やして、楽しい

クラスにしたいと思います。毎日みんなと遊びたい

です。 

３－３       

 私は、学校でもっと意見を言いたいです。どうし

てかというと、意見を言って、教室で声を出すこと

を当たり前にして、初めて会う人とも仲良くなりた

いからです。それから、勇気をもつということをし

たいです。 

４－１      

 ボール投げが苦手でしたが、友達と一緒にやって

みたら楽しく、どんどん上達しました。４年生でも

達と仲良く、いろいろなことに挑戦し、楽しい学校

生活にしたいです。 

 

 

４－２      

 ４年生になって頑張りたいことは、「マイプラン」

です。３年生まではなかった取り組みなので、しっ

かりと計画を立てて、計画通りに忘れることなく取

り組みたいです。 

４－３      

 私が４年生で頑張りたいことは、苦手なことを克

服することです。そのために、苦手なことに毎日チ

ャレンジして、得意なことを増やしていけるように

頑張ります。 

５－１      

 ぼくは、５年生になって成長したなと思います。

理由は、５年生は学校を支える人となる立場だから

です。そして、この学校をよりよくしたいです。ま

た、今年はみんなを笑顔にするために挨拶を頑張り

たいです。 

５－２      

 私は、新しい学年で「分からないことをそのまま

にせず、質問すること」を頑張ります。分からない

ままだとモヤモヤして嫌なので、納得いくまで聞い

て理解していきたいです。 

５－３      

 発言をたくさんし、みんなと仲良くするというこ

とを１年間の目標にして毎日がんばります。５年生

は毎日がキラキラしていたと胸を張って言えるよ

うにしたいです。３組の目標、「全員が毎日ハッピ

ー！」これを大事にしたいです。 

６－１      

 ６年生になって、学校を担う役となり、嬉しく思

っています。その分、今までよりも“気働き”を心

掛けて、他の学年よりも多くの仕事をこなします。

そして、次の学年に受け継いでもらえるよう頑張り

ます。 

６－２       

私は、最高学年としてクラスのことだけでなく、

学校のためにすすんで活動できるようにがんばり

ます。気付いたら行動して、学校の役に立ったり、

一人一人にきちんと挨拶したりするなどのことを

心掛けたいです。 

６－３       

私は、去年の六年生がいろいろな裏方の作業をし

て頑張ってくれていたように、目立たなくても他学

年を支えられるような、お手本に

なれるような六年生になれるよう

頑張っていきたいと思います。 

  

入学の喜び・進級の喜び 



 

５月のビレスクは 

延期となりました。 

 

延期後の日程は 

後日お知らせいたします。 

 

 
５月の学校運営協議会 

２２日（土）１０：２０～ 
 

家庭科室にて行います。 

＜５月の行事予定＞ □・・スクールカウンセラー来校日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区特定課題調査】 

５月１１日（火）に杉並区の特定の課題に対する調査、意識・実態調査を行います。３年生から６年生までを対

象に実施します。算数で使用する道具（学年に応じて、三角定規・分度器・コンパス）を持たせてください。 

 

【お願い】 

 学校からの｢メール配信サービス｣について、まだ未登録の方は、緊急時に備えてご登録をお願いいたします。 

月 火 水 木 金 土 日 

     １ 

 

 

２ 

３ 

憲法記念日 

４ 

みどりの日 

５ 

こどもの日 

６ 昼会 

三井の森環境学習

3 年 

７ 昼集会 

三井の森環境学習

3 年（予備日） 

安全指導･色覚検査 

地域訪問終 

８ ９ 

１０ 午前授業 

(東っこなし) 

個人面談始 

１１ 午前授業 

(東っこなし) 

区特定課題調査 

3～6 年 

高井戸図書館読み聞

かせ 1 年 

１２ 東っこなし 

1～４年午前授業 

委員会活動 

耳鼻科検診(全) 

 

※給食費引き落とし

日 

１３ 午前授業 

(東っこなし) 

避難訓練 

１４ 午前授業 

(東っこなし) 

 

１５ １６ 

１７ 午前授業 

(東っこなし) 

尿検査一次 

１８ 午前授業 

(東っこなし) 

個人面談終 

１９ 

1～3 年午前授業 

クラブ活動 

２０  

眼科検診 

弓ヶ浜説明会6年 

 

２１ 

心臓健診 1 年(＋対

象者) 

書写入門 3 年 

２２ 

土曜授業 

学校公開 

２３ 

２４異学年昼会 

書写入門 3 年 

２５ 

自転車安全教室4年 

２６ ２７ 

全国学力学習状況

調査 6 年 

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ教室4年 

歯科検診 123 年 

２８ 

歯科検診 456 年 

２９ ３０ 

３１ 昼会 

 

 

      

※下校時刻は、学年便りをご確認ください。 

※委員会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) 

※クラブ活動がある水曜日は 1～３年生は午前授業になります。 

学校支援本部 三輪舎 学校運営協議会 

お知らせ・お願い 



 


