
 

いつもとは違う夏 
校長  豊 田 純 子 

 本号は夏休み特別号です。明日より子供たちは夏休みに入ります。新型コロナウイルス感染症

は、依然としてその猛威を振るっています。ご家族の方々も共に、健康・安全を第一にお過ごし

くださるよう、それを心から願っております。 

 それでも、子供たちにとっては夏休みです。楽しみに待っている子供たちも多いのではないで

しょうか。今年の夏はいつもとは違う夏になるかも知れませんが、十分味わって楽しんでほしい

と思います。本来であれば、東京オリンピック・パラリンピックの開催で大盛り上がりの夏にな

るはずでした。この状況下でのオリパラ開催には賛否両論あることでしょう。オリンピック大好

き人間を自認する私でさえ、この状況下で子供たちを観戦に連れていくことは決心できませんで

した。テレビ等でアスリートたちの姿を精一杯応援したいと思います。そして、アスリートたち

の躍動する姿や紡ぐ言葉を、これからの勇気とエネルギーに変えたいと思っています。 

＜行事予定＞ 

 

 

 
 

＜夏季休業中の緊急連絡先＞ 

 

 

 

※夏休み水泳指導は行いません。 

➀平日８：００～１６：３０（８／１２、８／１３を除く）足立区立中川東小学校 ０３－３６２９－４５１１ 

➁土日祝日、上記時間外 足立区役所（代表電話） ０３－３８８０－５１１１ 

➂８／１２、８／１３ ８：３０～１７：００ 足立区教育委員会教育指導課 ０３－３８８０－５９７４ 

                     （コロナウイルス関係）学務課 ０３－３８８０－５９７１ 

令和３年７月２０日（火） 
 

足立区立中川東小学校 
 

校 長  豊 田  純 子 
学校だより 

学校ホームページ http://www.adachi.ed.jp/adnahi/  

日 曜 花丸
きらり
クラブ

1 水

2 木 ☆

3 金 ☆

4 土 土4 土4土曜授業
引き渡し訓練　
※きらり祭中止

土4 土4 土4 土4

特別時程 委員会活動(5、6年) 特5 特5 特6 特6 特7 特7

パワーアップタイム 給食始 5 5 6 6

児童朝会 授業始 B4 B4 B4 B4 B4 B4

6 6

９月の予定
朝の時間 全学年にかかわる行事 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

日 曜 日 曜

21 水 23 月

22 木 24 火

23 金 25 水

24 土 26 木

25 日 27 金

26 月 28 土

27 火 29 日

28 水 30 月

29 木 31 火

30 金

31 土

全学年にかかわる行事

８月の予定

スポーツの日
オリンピック開会式

海の日

あだち小学校夏休み学習指導(3～6年該当児童)①

朝の時間

あだち小学校夏休み学習指導(3～6年該当児童)②

サマースクール⑦　そだち指導⑦
あだち小学校夏休み学習指導(3～6年該当児童)④

あだち小学校夏休み学習指導(3～6年該当児童)③

サマースクール④
そだち指導④

サマースクール②
そだち指導②
サマースクール③
そだち指導③

７月の予定

朝の時間 全学年にかかわる行事

サマースクール⑥
そだち指導⑥

サマースクール⑤
そだち指導⑤

夏季休業日始　サマースクール①
そだち指導①

サマースクール⑨
そだち指導⑨
サマースクール⑩
そだち指導⑩

サマースクール⑧　そだち指導⑧
あだち小学校夏休み学習指導(3～6年該当児童)⑤

http://www.adachi.ne.jp/users/adnahi/
http://www.adachi.ed.jp/adnahi/


各学年からのお知らせ ＜夏休み＞ 

１年  ２年  ３年  
  小学校生活初めての夏休み！ 
先日は、個人面談ありがとうございまし

た。ご家庭と学校生活についての共有がで

き、今後の指導に活かしていきます。 

入学して 4か月。子供たちは小学校生

活にも慣れ、毎日元気に過ごしてきまし

た。学習面でも生活面でも大きな成長が見

られ、担任一同嬉しく思っています。保護

者の皆様のご協力のおかげで、無事に夏休

みを迎えられます。心よりお礼申し上げま

す。 

いよいよ明日から夏休み！夏休みにしか

できない素敵な経験や学びができるといい

ですね。9月に元気に登校する子供たちと

会えることを楽しみにしています。 

勉強も遊びも思いっきり楽しもう！ 
ぐんとお兄さんお姉さんらしくなり、自分た

ちで考え行動する姿が多く見られるようになり

ました。難しい漢字を覚えたり、新しい計算の

方法を学んだりと、学習面での成長も見られた

と思います。保護者の皆様には、様々な面でご

協力をいただき、ありがとうございました。 

いろいろと制限がある中の夏休みになると思

いますが、自然とのふれあいや家族とのつなが

りをいっそう深めることができるよい機会だと

思います。特に２年生は、遊びの中から人との

関わりや本物の実感を心や体で学ぶ大切な時期

です。宿題もたくさんありますが、その分遊ん

で、夏休み明け、元気いっぱいの笑顔で登校し

てくるのを楽しみにしています。 

夏休みも・・・チャレンジ！ 
４月からたくさんの新しいチャレンジを経験

してきた３年生。その一つ一つが一人一人の成
長につながっています。３年生から始まった新
しい教科の学習に意欲的に取り組む姿が見られ
ました。音楽ではリコーダーの学習も始まり、
基本を覚えて夏休みには練習できます。習字の
学習も始まり、毛筆で力強い線を引けるように
練習しています。筆やすずりの準備や片付けも
スムーズになってきています。水泳の学習で
は、久しぶりで心配していた児童も水に慣れ、
一生懸命水の中で体を動かしています。成長に
つながるチャレンジを積み重ねてきた３年生。
これから始まる夏休みもお家の人と一緒に頭を
使って、体を動かして、心を働かせて、いろい
ろなチャレンジを経験してほしいと思います。
よい夏休みをお過ごしください。 

４年    ５年 ６年   
10歳の夏休み。 

「先生、10歳になったよ～。」そんな嬉しい報

告が少しずつ増えてきました。あっという間の

10年。いろいろあった 10年。ご家庭により捉

え方は違えど、大きく立派に成長した 10 年に

違いありません。 

今後控えている 4年生のビッグイベントとい

えば、「二分の一成人式」。子供たちがこれまで

の自分の成長を振り返る大切な機会です。夏休

みの時間を使ってのお願いとなりますが、0 歳

～10 歳までの写真を各年齢で１枚ずつ探して

おいてほしいと思います。写真を見ながら「あ

んなことあったね。」と思い出話に花を咲かせて

ほしいです。 

勉強、遊び、家族の時間を満喫してほしいです！ 

ぐんぐん伸びる 稲とともに 
あっという間に夏休みに突入します。ク

ラス替えをして、新しい友達や担任と生活

した４カ月間。委員会をはじめとする新し

い役割も始まりました。そのなかで子供た

ちはぐんぐん成長し、たくましくなりまし

た。もちろん学力向上や校内外での生活な

どの課題も見つかりました。 

玄関には５年生が育てている稲がありま

す。見るたびに大きくなっていく稲。力強

く根をはっていく稲。なんだか、５年生の

子供たちと重ね合わせてしまいます。暑く

て長い夏を越え、子供たちと稲がどれだけ

成長し、９月を迎えられるか今からとても

楽しみです。ぜひ、有意義な時間に！ 

 

小学校生活最後の夏休み 
先日はお忙しい所、日光自然教室説明会の参

加ありがとうございました。いろいろとお願い

ばかりでしたが、よろしくお願いいたします。

いよいよ子供たちが楽しみにしている夏休みが

始まります。駆け抜けてきた４月から７月まで

の４ヶ月間。入学式から始まり、委員会活動、

クラブ活動、と常に中川東小を力強くリードし

てきました。そこで夏休みは、「ふ～、ひと休み」

といきたいところですが、まだまだいけます！

「休み」としてとらえるのではなく、すべてに

レベルアップ、「加速の夏」としてとらえてほし

いと考えています。「新」６年生から「真」６年

生へ！加速のギアを変え、飛躍への足がかりと

なる夏休みをお過ごしください。 

 

 

                                

Peace  
  

読書感想文
観察カード
日記

東京マイタイム
ライン

給食メニュー
コンクール 音楽 その他

1年生 〇 〇 鍵盤ハーモニカ
練習

あさがおの世話

2年生 〇 〇 鍵盤ハーモニカ
練習

野菜の世話

3年生 感想文シート
一行日記

ホウセンカ観察
リコーダー練習 ホウセンカの世話

4年生 〇 〇 リコーダー練習

5年生 〇 〇 リコーダー練習

6年生 〇 〇 リコーダー練習

□夏休みワーク
→夏休み前までの学習を
　復習します。

□自由研究
　調べる学習コンクール
→時間のある夏休みだか
　らこそ取り組める課題
　にチャレンジします。
　3年生以上は調べる学
　習コンクールへの参加
　を推奨します。

夏休みの宿題について
〇全学年の宿題を一覧にしております。
〇夏休みのワークは、保護者の方の丸つけのご協力をお願いします。
〇自由研究・調べる学習コンクールについては、別途お知らせを出します。
〇詳細については、各学年の宿題を配布する封筒に記載いたします。ご確認ください。

全学年


