
 

 

育 て る 

校長  豊 田 純 子 

  

新緑が目にまぶしく、育ちゆく草木の勢いを感じる頃となりました。五月晴れの青空も気持ちのい

いほど澄みわたっています。先日、緊急事態宣言が再発令されました。まだまだ制約のある学校生活

が続きそうですが、負けてなどいられません。子供たちをどのようにまっすぐ育てていくか、それば

かりを考えています。 

  

本号では、「育てる」ということに視点をあてて考えてみたいと思います。私は「育てる」の極意は

姿を見せることではないかと、この頃思うようになってきました。各ご家庭では親御さんの生きる姿

が子供たちのお手本になっていることと思います。学校では私たち教員がなっていればと願うところ

です。 

その他にも学校生活のあらゆる場面で、様々な姿を見て育っていく子供たちの様子が伺えます。例

えば、初めての委員会活動での場面。多くの６年生が委員長や副委員長に立候補しました。その立候

補の弁に多く聞かれたフレーズは「去年の６年生の姿を見て…。」「去年の６年生のように…。」という

ものでした。去年の６年生の姿が心に焼き付いているのです。また、朝の１年生のお世話の場面で

は、６年生がなんとも上手に１年生に教えています。初めの頃は、すべてやってあげていた６年生

が、やって見せてやらせてみるようになりました。ここにも６年生の姿を見て、できるようになって

いく１年生の姿がありました。 

職員室も然りです。本校もご多分にもれず、若手教員の多い学校です。その若手教員たちは、先輩

教員の姿を見て実によく育っていきます。職場にモデルになる先輩の姿があることは大きいです。私

も若かりし頃、憧れの先生の姿を追って、盗むようにその教え方を学んだ覚えがあります。言葉だけ

ではなく、その姿が示してくれたものがありました。 

 

 今、私たち大人は、予測不能な現代を迷いながら不器用に生きています。でも、懸命に生きている

と思うのです。このコロナ禍にあっては、誰にも正解は分かりません。それでも、事態打破のため

に、前に進むしかないのです。私たち大人は、その姿を子供たちに見せてもいいような気がします。

その中で大人たちがどのようにもがいているかを、子供たちの純粋な心はきっと感じるのでないでし

ょうか。子供たちには、どのような困難な時代にあっても、たくましく生き抜くことのできる人に育

ってほしいと願っています。 

 
令和３年４月３０日（金） 
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各学年の学習予定 
 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

国語 

ひらがなの学習 

ねこ、ねっこ 

のばす おん 

みんなに話そう 

本を読もう 

すみれとあり 

「言葉あそび」をしよう 

かたかなで書く言葉 

図書館で本をさがそう 

「生きものクイズ」を作ろう 

たからものをしょうかいしよう 

聞いてさがそう 

漢字の広場 

うめぼしのはたらき 

めだか 

白い帽子 

ぴったりの言葉、見つけよう  

漢字の広場 

ぞうの重さを量る 

新聞を読もう 

「情報ノート」を作ろう 

漢字の広場 

ことばと事実 

薫風／「迷う」 

随筆を書こう 

雪は新しいエネルギー 

漢字の広場 

社会 

  わたしたちの住んでいる 

区のようす 

わたしたちの東京都の様子 日本の地形や気候 

さまざまな土地の暮らし 

わたしたちの願いと政治の働き  

自然災害からの復旧や復興の取組  

経験をむだにしないまちづくり  

算数 

なかよしあつまれ 

いくつかな 

なんばんめ 

いまなんじ 

たし算 

ひき算 

何人いるかな 

長さ・ココアはいくつ 

たし算とひき算 

まほうじん 

わり算 

わり算の筆算 

折れ線グラフ 

２つの量の変わり方 

小数のかけ算 

対称な図形 

対称なデザイン 

分数のかけ算 

理科 

  かげと太陽 

ぐんぐんのびろ 

１日の気温と天気 

空気と水 

 

種子の発芽と成長 ものの燃え方と空気  

人や動物の体 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

わくわくどきどき小学校 めざせ野さい作り名人 

まちが大すき たんけんたい 

アドマチック大谷田・佐野 ここがすごいぞ！東京都！ 

 

千葉探検隊 なるほど・ザ・日光  

音楽 

うたでなかよし 

からだをうごかそう 

こいぬのビンゴ 

ことばリズムであそぼう 

 

がくふとドレミ 

キラキラおひさま 

 

歌声ひびかせて 

サウンドオブミュージック 

和音や低音のはたらき 

和音のひびきを感じ取ろう 

演奏のみりょく 

校歌 

ことばリズム 

図画工作 

かきたいものなあに 

ちょきちょきかざり 

ねんどでつくろう 

切り紙のタペストリー（紙工作） 

（絵画） 

「くしゃおじさん」（紙工作） 

 

「心の花」（ステンシル版画） 「色と形のハーモニー」（一版多色木版） 「夢の木馬」（木工作）  

家庭 

    おいしい楽しい料理の力 いためて作ろう 

朝食のおかず 

体育 

体ほぐしの運動遊び 

多様な動きを作る運動遊び  

走跳の運動遊び 

走の運動遊び／跳の運動遊び 

マット遊び 

体つくりの運動 

マット運動 

ゴール型ゲーム 

鉄棒運動 

体つくりの運動 

跳び箱運動 

鉄棒運動 

体つくりの運動 

走り幅跳び 

ベースボール型 

体つくりの運動 

体ほぐしの運動 

タグラグビー 

鉄棒運動 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit1 

「Hello!」 

Unit2 

「How are you?」 

 

Unit1 

「Hello,world！」 

Unit2 

「Let’s play cards.」 

Unit1 

「Hello,friends.」 

Unit2 

「When is your 

birthday?」 

Unit1 

「This is me.」 

Unit2 

「How is your school life?」 



各学年からのお知らせ ＜５月＞ 

１年  ２年  ３年  
宿題が始まります！ 

 ５月から１年生も宿題が始まります。１年

生の家庭学習の時間は２０分が目安で

す。集中して取り組むことができるように、

お子さんの見守りをお願いいたします。 

また、家庭学習週間も始まります。いつも

の宿題に加えて、一人ひとりの興味に応

じて家庭学習を行ってください。 

 朝の支度時間や休み時間に６年生がた

くさん関わってくれています。どちらの学年

も明るい笑顔がとても印象深いです。 

野菜を育てます！ 

 ゴールデンウィーク明けから、生活科の

学習で野菜を育てます。事前に育てたい

野菜について聞き取り、休み明けに自分

が選んだ野菜が学校に届く予定です。 

 子供たちからは「実がなったら、食べら

れるかな？」「水やりがんばるぞ！」と育て

ることを楽しみにしている様子が伝わって

きました。 

 たくさんの実が育つよう、毎日のお世話

をがんばっていきます。 

 

５月１８日（火）13:30～自転車教室が

あります。自転車貸し出しについてのア

ンケートを提出していただきましたが、新

型コロナウイルスの影響で、今年度も Zoom

や DVDでの講習会になります。交通安全に

関わる大切な学習なので、子供たちの心に

響くように学年で指導します。御家庭でも

交通安全についてのお話をお願いします。 

４年    ５年 ６年   
～手提げのご準備を～ 

今年度は室谷朋子先生が図書の時間を担

当してくださいます。おすすめ本を紹介し

合うビブリオバトル、本の紹介カード制作

などの活用を通して多様な力を伸ばしてい

きます。 

隙間時間に読みたい本をすぐに読めるよ

うに、机の横の手提げ袋に本を保管しよう

と考えています。読書用手提げかばんの用

意をよろしくお願いします。 

さらに多くの書籍に触れて心の豊かな子

供たちに育ってほしいと願っています。 

～おうちで家庭科！！～ 

5 年生から始まった家庭科では、自分の

身の回りのこと（衣生活、食生活など）に

ついて、実践的・体験的に学習していくこ

とが大切です。連休で宿題になっていた「自

分にできそうな家庭の仕事（お茶を入れる、

卵をゆでるなど）」を、継続したり発展させ

たりして、学習を積み重ねていってほしい

と思います。御家庭での御協力をよろしく

お願いいたします。 

◇１年生のお世話、がんばってます◇ 

６年生は、最高学年として１年生の朝の支度

をサポートしています。登校した１年生が迷わな

いよう、隣に寄り添って教室まで連れていったり、

提出するものを声掛けたりと、意欲的に活動して

います。１年生の目線に合わせて腰を曲げ、温か

な目で接する姿に毎日感心しています。 

５月１７日（月）～２１日（金）６年２組あいさつ運動担当 

お世話になった先生方から 

中央区立月島第一小学校  村越裕子 

5 年間中川東小学校で元気な皆さんと過ごしました。振り返ると多くの経験をさせて頂きま

した。子供たちのために保護者の皆様や地域の皆様が縁の下の力になっている姿は素晴らし

く、感謝致します。 

新しい学校は少し遠くになりますが、日々楽しかったことを大切にしていきます。5 年間、

ありがとうございました。 

足立区立渕江小学校  兵藤 魁 

中川東小学校のみなさん、お元気ですか。中東で人生初めての担任をさせていただき、右も

左もわからない若輩者を快く受け入れてくださったこと、本当に感謝しています。僕は中東が

大好きです！中東での思い出は、僕にとっての一生の宝物になりました。ありがとうございま

した。 

今は、同じ足立区内の渕江小学校で５年生の担任をさせていただいています。 

みなさんにまた会える日を信じて。お元気で！ 

 

 

                                特別活動主任 矢作 弘志 

 

 

Peace  
  

４月２１日（水）に一年生を迎える会がありました。

今年度は感染対策を十分に行い、校庭での実施になり

ました。「一年生が喜んでくれるような会にしたい。」

と意気込んで、学校全体が一致団結した雰囲気で準備

が進められていました。当日は２～6年生からの〇×

クイズを楽しみ、一年生からお礼の言葉もありまし

た。終始、温かい雰囲気でした。 


