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子供の教科書 見ま したか ?

気温の上がり下がりの大きな 4月 でしたが、

いつの間にか新緑の鮮やかな季節となりました。

黄色い帽子の似合 う1年生も、すつかり学校で

の学習や生活に慣れてきました。初夏を感 じる

日差しが、子供たちに降り注いでいます。

4月 上旬に、子供たちに教科書を配付 しまし

た。子供たちの教科書の中身を御覧になりまし

たか。保護者の皆様が子供のころと比べてずい

ぶん変わったと思われる方もいらつしゃること

でしょう。学習指導要領の改訂により、今年度

からは道徳も教科となり、国語や算数などと同

じく、教科書を使つて学習を進めていくように

なりました。

今回の学習指導要領の改訂で、道徳科は以下

の 22の価値項目を取 り扱 うことになりました。

A 主として自分自身に関すること
「善悪の判断、自律、自由と責任」「正直、誠実」「節

度、節制」「個性の伸長」「希望と勇気、努力と強い意

志」「真理の探究」

B 主として人との関わりに関すること
「親切、思いや り」「感謝」「ネL儀」「友情、信頼」「相

互理解、寛容」

C 主として集団や社会 との関わ りに関するこ

と

「規則の尊重」「公正、公平、社会正義」「勤労、公共

の精神」「家族愛、家庭生活の充実」「よりよい学校

生活、集団生活の充実」「伝統や文化の尊重、国や郷

土を愛する態度」「国際理解、国際親善」

D 主として生命や自然:崇高なものとの関わ

りに関すること
「生命の尊さ」「自然愛護」「感動、畏敬の念」「より

よく生きる喜び」

道徳が教科化 となつた背景は様々ありますが、

文部科学省では【いじめに正面から向き合う「考

え、議論する道徳」へ】としています。道徳科

の時間には、原則 として、1時間に 1つの価値

校 長  細川 猛彦

項目を扱って授業を行います。様々な環境のも

とで育つてきた子供たちが同じ教室で学習を行

う時に、当然のことながらいろいろな意見や疑

間が出てきます。その時の答えは一つではなく、

複数のことがあったり、答えが出せないものが

あつたりするかもしれません。そんな時、自分

で考えたり友達の考えを聞いたりして、自分の

良さに気づいたり、反対に課題を発見すること

が大切だと考えています。さらに、友達の素晴

らしい点を発見する可能性もあります。それは、

自分以外の人の考えを知 り、認め、受容するこ

とや、他人から認められ受容されることにもつ

ながります。

学校 とい う一つの社会で、同年代の子供の

様々な考えや価値を学ぶことは、将来に向かい

自己を形成することに大きな効果があるのです。

道徳科が始まるのと同時に、通知表には「評

価」が記載されるようになります。道徳科では、
「よくできた」 Fで きた」「もう少し」という観

点別の到達度は表 しません。生活科や総合、外

国語のように、文章で評価を記載 していきます。

そこでは、子供一人一人についての個人での成

長を評価 していきます。例えば、「以前より○○

の点で△△のような成長がみられた」というよ

うな記載が考えられます。

道徳科の学習を通 して、これまでよりさらにく

子供たちが多様な価値観があることを知ったり

違 う価値を認めたりするようになつていくこと

を期待 しています。一方で、特定の価値観の押

し付けにならないように留意 していきます。

5月 12日 (土)には、道徳科の授業を公開予

定です。新 しい教科書を使い、子供たちが考え

たり意見を交わしたりする道徳を参観 していた

だき、御家庭でも道徳的価値について話 し合い

を深めていただけると幸いです。
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お世話になりました (転出)

主任教諭 宇賀神 政裕

高四小のみなさん、今まで本当にありがと

うございました。私は 6年間、高四小の子供

たちと楽しく過ごすことができ、とても幸せ

でした。高四小での経験を新 しい学校でも活

かしていきます。また、みなさんと会える日

を、楽しみにしています。

主任教諭 加藤 真

個性豊かでどんなことにも意欲的な子供た

ちと楽しい図工の時間を過ごすことができま

した。保護者や地域の皆様には材料集めや展

覧会などで大変お世話になりました。 6年間

本当にありがとうございました。

主任教諭 吉越 ひろみ

「たかし教室」でお世話になりました。他

校にでかけることが多く、直接一緒に学習す

ることは少なかったのですが、高四小の子供

たちの元気な笑顔が′かに残つています。これ

からも活躍してください。

産育休代替教員 与那覇 望

昨年度一年間、高四小でお世話になりまし

た。たつた一年間でしたが、明るく元気な高

四小の子供たちとたくさん遊び、本当に楽 し

い時間を過ごすことができました。ありがと

うございました。

副校長校務支援員 渡辺 昭

温かい空気の流れている高四小で、 1年間

お仕事をさせていただき、ありがとうござい

ました。本当に楽 しい時間を過ごすことがで

きました。今年も、子供たちが、元気に学校

生活を送ることを心より願つております。

介助員 神原 由美子

明るく元気いっぱいの子供たちと7年間楽

しい時間を過ごすことができました。保護者

や、地域の方々のお陰と感謝 しています。こ

れからも西荻の街でお会いできることを楽 し

みに。ありがとうございました。

特別支援教室巡回心理士 川瀬 洋子

月一回の訪間でしたが、皆様と過ごさせて

いただきありがとうございました。高四小の

学校目標に『進んで学ぶ子』とありますよう

に、知ること、わかる・ことは日々 を楽しく豊

かにします。学校一九となり尽力する姿に感

動しました。

5月 の生活目標  ～友達と仲良くしよう～ 生活指導部

学校で生活することの良さに、友達との関わり合いがあります。自分の楽しさ嬉 しさ、友達

の楽しさ嬉 しさ、どちらも大切にすることの価値を、様々な学習場面、そして遊びの中で実感

してほしいと願います。そして、たくさんの友達の良さをどんどん見つけていけるよう、仲良

く誘い合つて遊ぶことや他の学年とも遊ぶこと、また、「～君」「～さん」など、相手を尊重す

る呼び方や、言葉づかい (な かよし言葉)をすることなども指導していきます。

友達と共に、楽しく学び楽しく遊べる学校生活を送れることを目指します。



よろしくお願いします (転入 )

主幹教諭 田島 康子

高井戸第四小学校は、子供たち、職員の方、

地域の皆様があたたかく、素敵な学校だなぁ

と感 じています。今年度より仲間入 りできて

とてもうれ しいです。 どうぞよろしくお願い

します。

主任教諭 秋葉 あい

1年生と一緒に高四小での学校生活をスタ

ー トしました。やる気いっぱいの 1年生の笑

顔 と、それを迎えてくれたたくさんの子供た

ちの笑顔が素敵でした。楽しい毎 日を過ごし

ていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

主任教諭 光森 勇樹

ポニーに乗ることができる碑文谷公園が近

くにある鷹番小学校から、異動してきました。

縁あつて、子供時代を過ごした西荻に来るこ

とができてうれ しく思います。どうぞよろし

くお願いします。

教諭 北島彩香

人懐つこく、素直で元気な子供たちと出

会えて嬉 しく思います。盛 り上がること、

楽 しいことが大好きです。子供たちと一緒

に、日々エネルギッシュに頑張ります。ど

うぞよろしくお願いします。

教諭 甕 健太郎

拝島第二小学校から転任 してきました。甕

(も たい)健太郎です。高井戸第四小学校の子

供たちは素直で素敵な子供たちで感動 しまし

た。明るく、楽しく、厳 しく指導をしてきます。

どうぞよろしくお願いします。

教諭 山口 千尋

素直で好奇心いっぱいの高四小の子供たち

の顔を見て、この学校に来れて良かつたなと嬉

しく思いました。子供時代にしかできない大切

な学びや遊びの時間を支え、応援 していきたい

です。どうぞよろしくお願いします。

非常勤講師 江幡 弥生

皆様、初めまして。今年度、 1年生の音楽を

担当させていただくことになりました。音楽を

通して、明るく、はずむ気持ちを子供たちと共

有できる様にこの 1年間を過ごして参 りたい

と思います。 どうぞよろしくお願いします。

特別支援教室巡回心理士 西山 円1司

特別支援教室巡回心理士の西山です。年 7回

京都よりおじゃまします。どの子も自分の得意

にあわせて生き生き学び成長できるよう、お手

伝いをさせていただきます。気軽に相談してく

ださい。よろしくお願いします。

●学校だより【「たかし」平成30年度 4月 号】及び 【平成30年度学校経営方針】に掲載した 《主な年間

行事》の (1学期〉 7月 の表記に誤 りがございま したので、お詫びす るとともに下の通 り訂正いた します。

圏 7月

19日 (木)綸食終わり

製嘩純釧トセーフテイー教室

調H氏用卜終葉式

～31日 (火)※土 口日除く

夏季水泳指導前期

19日 (木)綸食終わり

セーフティー教室

20日 (金)終業式

23日 (月 )～ 31日 (火)※土 “日除く

夏季水泳指導前期



瑳覇番D 5月 の行事と給食献立予定

圏 「遊ぼう会」1545～ 17ね0

□  「校庭開放」 (水)1430～ 17ЮO(土)13Ю O～ 17ЮO(日 )(祝 日)は 9ЮO～ 17Ю0

土曜公開授業のある日は 13:30～17:00                        ・

※ 11日 (金)緑のカーテン設置作業のため遊ぼう会はお体み。  ※ 14日 (月 )～運動会終了まで校庭使用無し。

行 事 予 定 日 曜 給 食 献 立 表

全校遠足              団 1 火

委員会活動 ※全校遠足予備 日    団  圃 2 水 麦ごはん、親子焼き、新筍と若布のみそ汁、野菜のごまだれあえ

憲 法 記 念 日      囲 3 本

み ど りの 日       圃 4 金 ◎毎日牛乳がつきます

こ ど も の 日      ]囲 5 土 ◎都合により献立が変更になる場合があります

囲 6 日

全校朝会 クラブ活動 7 月 中華ちまき、わんたんスープ、フルーツみつ豆

安全指導 視力検査 (1・ 6年) SC 団 8 火 麦ごはん、自身魚の南部揚げ、早苗汁、春キャベツのおかか和え

区特定課題調査(3～ 6年)      団 同 9 水 ハヤシライス、大根サラダ、フルーツ

IB時程】 内科検診(4・ 5・ 6年)PTA総会   国 木
わかめうどん、大豆とじゃこの甘辛揚げ、

シャキシャキあえ、草だんご

IB時程】 尿検査1次 家庭訪間のため午前授業 金 三色そぼろごはん、豚汁、胡瓜とわかめの酢の物

IB時程】 土曜授業 道徳授業地区公開講座    同 12 土

囲 日

全校朝会 視力検査(3・ 4年) 尿検査1次予備日 クラブ活動 月 じしじゅうしい、焼きししゃも、イナム ドゥチ、にんじんしりしり

【B時程】 家庭訪間のため午前授業 学校運営協議会 火 麦ごはん、あおさの佃煮、かつおの南蛮漬、ぐる煮、ゆずごまサラダ

引き渡し避難訓練        SC ´
ｔ 水 スパゲティペスカ トーレ、ごぼうサラダ、洋梨のコーグル トケーキ

【B時程】  家庭訪間のため午前授業 木 ピースごはん、鮭の塩麹焼き、豆腐のすまし汁、じゃが芋の金平

【B時程】 家庭訪間のため午前授業 Ｏ
Ｃ 金 キムチ炒飯、 トックスープ、野菜のナムル、フルーツ

土

´
も

，

“ 日

全校朝会 運動会係打ち合わせ 教育実習始 2] 月 山菜おこわ、豆あじの唐揚げ、吉野汁、野菜のいそ和え

児童集会 心臓検診(1年)   SC 22 火

麦ごはん、自身魚のみそマヨネーズ焼き、

えのき入り野菜スープ 、マセ ドアンサラダ

運動会全校練習 23 水
キャロットライス、タンドリーチキン

アスパラとベーコンのスープ、じゃこサラダ

運動会全校練習 24 木
麦ごはん、金平コロッケ、玉ねぎとキャベツのみそ汁、

もやしの梅醤油あえ

運動会全校練習 25 金 青菜ご飯、結の麦みそ焼き、けんちん汁、かぶの香りづけ

(ハ ロー西荻 高四小がチェックポイン ト)
´
ｔ

，

“ 土

(ハ ロー西荻 高四小がチェックポイント)
９

“ 日

全校朝会 尿検査 2次 28 月

麦ごはん、春 とびハンバーグ、キャベツのみそ汁、

糸寒天のごま酢あえ

言葉の時間 尿検査 2次予備 日  SC 29 火 フイッシュフライサンド、ミネストローネ、フルーツ

運動会全校練習
ｒ
ヽ

０
０ 水 春キャベツの中華丼、春雨スープ、もやしとにらのビま風味

運動会全校練習 31 木 大豆入 リドライカレー、サウピカンサラダ、フルーツ

「朝遊び」 8:00～8:10       SC スクールカウンセラー来校 日


