
 

「 伝 統 ～新たな挑戦～」 
 

校長  豊 田 純 子 

 

9 月 19 日にイギリスでエリザベス女王の国葬が行われました。大変厳かな雰囲気の中、

葬儀が行われました。沿道には女王を慕う国民があふれていました。70 年もの永きに亘り、

英国の女王として務めを果たしてきたのです。女王の存在の大きさが伝わります。その存在

を大切に思い、そして誇りに思うイギリス国民の姿が画面から伝わってきました。女王は 25

歳で即位したとき、「私は私の全人生を捧げることを誓う。」と述べたそうです。その通りの

人生を歩みました。「エリザベス女王はイギリスそのもの。」と言う国民の声にもうなずける

というものです。今回の葬儀の様子を見て、「伝統の国 イギリス」の印象を新たにし、その

「古き良き伝統」を強く感じたのです。 

 

 さて、私事で恐縮です。私がまだ若かった頃、私はこのイギリスにすごく憧れていました。

数々の大好きな物語の舞台…。ビートルズが生まれた国…。大学 4 年生のとき、思い切って

１ヶ月間だけ、ホームステイに挑戦しました。そのとき何回も尋ねられた言葉があります。

「日本のよさは何か。」という問いです。そのときの私は答えられなかった。自分の国のよさ

が全然分かっていなかったのです。それからです。奈良の社寺を巡るようになったのは。そ

して、少しずつ自分の住んでいる日本のよさも分かるようになっていきました。私たちの国

日本にも、諸外国に誇れる立派な伝統が多々ありますね。 

 

 ところで、日本の教育が諸外国から高く評価されていることを、保護者の皆様はご存知で

すか？ 日本では「学習指導要領」という大きな基準に則って教育が行われています。これ

は誰もが受けられる一定の水準の教育ということ。ですから、日本では全国遍くどこでも、

一定のレベルの教育が提供されるというものです。この誰にも等しくというのは、諸外国で

は考えられないことだそうです。日本の識字率の高さからも、これはうなずけますね。「日本

の教育」。これも一つの伝統であると思います。 

 

 そして、ここ中川東小学校にも伝統が…。3年前の「創立 40周年」では、中川東小学校の

「これまで」と「これから」に思いを馳せる取組をいくつか行いました。そして今、新たな

伝統を築き始めています。「自学ノート」「調べ学習」「スピーチ活動」等の活動です。根付い

てほしいと願って全校で取り組んでいます。この根本にある考えは、やらされる学習ではな

く、自ら取り組む学びの姿です。そして、それを広く発信する力を蓄えること。これからの

時代に絶対必要な力と考えます。すぐには結果は出なくとも…。これまで地道に取り組んで

きましたし、これからもそのつもりです。 

本号差し込みの「調べる学習コンクール」記事も、是非併せてお読みください。 
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各学年の学習予定 

 
１年生  ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

国語 

だれが、たべたのでしょう 

たのしかったことをかこう 

あめのうた 

はたらくじどうしゃ 

この間に何があった？ 

さけが大きくなるまで 

おもしろいもの、見つけたよ 

わすれられないおくりもの 

ローマ字とコンピューター 

世界の人につたわるように 

くらしと絵文字 

絵文字で表そう 

「ショートショート」を書こう 

新聞を作ろう 

一つの花 

AIとのくらし 

世界遺産 

文字の大きさ（書写） 

ぼくの世界、君の世界 

「うれしさ」って何？ 

言葉は時代とともに 

文字の大きさと配列

（書写） 

社会 

  野さいを育てる仕事 

火事から 

まちを守る人びと 

ゴミの処理と再利用 

自然災害から命を守る 

これからの食生活 

くらしや工業を支える工業生産 

戦国の世の統一 

武士による政治の安定 

江戸の社会と文化・学問 

算数 

かずをせいりして 

かたちあそび 

３つのかずのたしざんひきざん  

たしざん 

三角形と四角形 

かけ算 

表とぼうグラフ 

円と球 

かけ算の筆算 

重さ 

式と計算 

面積 

整理のしかた 

分数の大きさとたし算、ひき算 

平均 

単位量当たりの大きさ 

比例と反比例 

角柱と円柱の体積 

比 

理科 

  音をつたえよう 

光を調べよう 

すずしくなると 

自然の中の水 

雲と天気の変化 

流れる水のはたらき 

月の形と太陽 

大地のつくりと変化 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

なかよくなろうね ちいさなともだち  

きせつとなかよし あき  

まちが大すき たんけんたい 

作って ためして 

小松菜博士になろう 

世界くらべてみたら 

Go to トラベル めざせ！ 

ミニツアーガイド！ 

米作りについて 

夢に向かって 

音楽 

うたにあわせて 

からだをうごかそう 

がっきをえらんで 

うたと合わせよう 

はくの流れにのって 

歌や遊びをたのしもう 

かけ合いや重なりの 

おもしろさを味わおう 

気持ちを合わせて 

聴き合いながら演そうしよう 

二つの楽器のかかわりや  

ひびきを楽しもう 

図画工作 

かみざらコロコロ 

えのぐをつかおう 

はさみのアート 

まどからこんにちは 

ひらいて広がるふしぎな世界 ほってすって見つけて わくわくプレイランド 一まいの板から 

家庭 

    食べて元気！ご飯とみそ汁 楽しくソーイング 

体育 

走の運動遊び 

投の運動遊び 

表現リズム遊び 

 

走の運動遊び 

ボール遊び 

多様な動きをつくる運動 

リズムダンス 

ミニハードル 

高跳び 

走り幅跳び・高跳び 

ミニハードル 

ベースボール型ゲーム 

リズムダンス 

 

体力を高める運動 

ベースボール型ゲーム 

表現運動 

体の動きを高める運動 

表現運動 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit6 

「ALPHABET」 

Unit6 

「Alphabet」 

Unit5 

「Where is 

 the post office?」 

Unit5 

「We all live 

 on the Earth.」 



各学年からのお知らせ ＜１０月＞ 

 

◎本校学校眼科医 横山 寿先生が学校医永年勤続（３０年）で区より感謝状が贈られました。ここに、改

めて感謝の意を表したいと思います。 

 

６年生の連合運動会に伴う時程変更について 

 連合運動会に伴って下記のような変則時程となります。 

 

１０月５日（水）連合運動会当日  特別時程４時間 

１０月６日（木）連合運動会予備日 特別時程５時間（１・2年）、特別時程６時間（３～６年）、 

また、実施・延期・中止によって以下のように変更になる可能性があります。 

 

連合運動会が １０月５日（水） １０月６日（木） 

①５日（水）に実施 

 特別時程４時間 

※延期する場合は、10：30に

学校メールが配信されま

す。 

特別時程５時間（１・２年） 

特別時程６時間（３～６年） 

②５日（水）が延期 

６日（木）に実施 
特別時程４時間 

③５日（水）が延期 

６日（木）も中止 

特別時程５時間（１・２年） 

特別時程６時間（３～６年） 

※６年生は実施した日、連合運動会終了後に下校。（別紙でお知らせします。） 

※通常通り実施する場合は、学校メールの配信はありません。 

 

１年      ２年  ３年  

字学習スタート！ 
9 月下旬から漢字の学習がスタートしま

した。ひらがなを一生懸命練習していた子
供たちがいよいよ漢字の学習に取り組むと
いうことで、時の流れの早さに驚きます。 
漢字の学習は、あかねこかんじスキルと

かんじスキルノートを活用して、毎日取り
組みます。指でなぞり、読みを覚え、熟語
や文章を書いて習得していきます。漢字は、
せっかく覚えても使わなければ忘れてしま
うので、日常的に文を書き、その中で積極
的に習った漢字を使えるように指導してい
きます。お家でも、文を書く時には意識し
て声掛けをしてみてください。 

笑顔を大切に 
９月の１か月間、子供たちは一回り大き

く成長した姿で過ごすことができました。
友達との関わりも増え、楽しんで当番活動
や係活動をしていました。 
また、生活科見学では、たくさんの生き

物を観察したり直接触れたりしながら過ご
すことができました。それぞれの生き物の
特徴を見つけることができたようです。 
１０月は、運動会があります。１年生の

頃よりも成長した姿が見られるよう、「楽し
む」ことを大切にしながら練習に励んでい
けるよう声掛けしていきます。 

初体験 

 先日の社会科見学は、初めてバスで区内

見学にいきました。北千住ではたくさんの

人や店に驚いたり、西新井大師では境内で

お坊様のお話をよく聞き感心したりといつ

もとは一味違う体験ができました。 

また、社会と総合的な学習で、宇佐美農

園さんに御協力いただき、足立区の名産で

ある小松菜の学習が始まりました。農園へ

の見学をし、小松菜のお土産をもらってき

ました。ご家庭で食べていただいたでしょ

うか。今後は、学校の花壇へ種まきをご指

導いただき、育てていく予定です。 

４年    ５年 ６年   
「あゆみ」からのメッセージ 

夏休みが終わってあっという間の１か月でし
た。笑顔が溢れている教室は、学校ならではの
光景。これまでの日常が戻り充実しています。   

10月は 4年生の折り返し、通知表「あゆ
み」を受け取る時期でもあります。2人の担任
から心を込めて言葉を残しています。子供たち
の溢れる魅力、そして課題についても。お子様
と共に、その言葉の意味を考えながらお読みい
ただけると幸いです。そこから、「何を感じ、
何を頑張りたいか。」是非、4年生後半のエネ
ルギーとしてほしいです。 
学校公開、運動会、お子様の成長を見る機会

が多い 10月‼学校でお待ちしております。 

アクセル全開！！ 
 10月は、運動会や連合音楽会に向けての練

習など、学年が一致団結する貴重な機会が多く

あります。特に運動会においては、学校全体の

一大行事運営に初めて関わる活動に取り組むこ

ととなります。これまで、６年生の姿を見なが

ら、高学年としての意識を高めてきました。い

よいよ、高めた意識や学んだ姿を生かすときで

す。５年生のみなぎるやる気やパワーを発揮

し、また１つ大きく、逞しく、心豊かに成長し

てくれることを期待しています。 

 10月 13日（木）～18日（火）は学校公

開となっております。保護者の皆様のご参観を

心よりお待ちしております。 

顔であれ 

 夏休みが明けても、学校モードに素早く切り
替えた子供たち。それどころか、一段とパワー
アップして、後期に向けてスタートダッシュを
切っているようにも見えます。 
１０月は、連合運動会と学校の運動会があり

ます。中東の看板を背負って立つことになりま
す。大相撲では、分不相応な時に「顔じゃな
い」と言うそうですが、これまで最高学年とし
て下級生をリードしてきた６年生なら、中東の
「顔」として大活躍することでしょう。最後ま
で全力で走り切る姿、苦手なことにも立ち向か
う姿、仲間を励まし共に笑い合う姿、目立たず
とも役割をきちんとこなす姿、明るい挨拶が行
き交う礼のある姿。顔であれ、６年生。 


