
 

大切にするということ 

校長  豊 田 純 子 

 

「一人一人を大切にする教育」これは、本校が掲げる学校経営方針の最も根幹となると

ころのものです。全教職員が愛情深く、きめ細かに、日々子供たちに接しています。自分

を大切にできる子は、他の人も大切にできます。他の人を大切にしている子は、自分自身

を大切にしている子なのでしょう。 

今月は、「大切にするということ」について考えてみたいと思います。各ご家庭では、子

供たちを愛情たっぷりに育てていらっしゃることが伝わってきます。さて、子供たちを大

切にするということですが、私は甘やかすということとは全く違うと思っています。子供

たちがよくない行いをしたときのことを考えてみましょう。保護者の皆様はどうされます

か。見逃されますか。緩やかな対応をして終わりにされますか。私は、親がこれは許せな

いと思ったときは、きちんと叱るなりきちんと諭すなりの対応が必要だと考えています。

誉めるときは大いに誉める、叱るときはきちんと叱る。要は誉めるときと叱るときのメリ

ハリをつけると言いましょうか。温かさと厳しさを併せもった対応です。 

学校でも全く同じように対応しています。その温かさと厳しさが一人一人を大切にする

ことにつながると考えるからです。今、学校と各ご家庭の考え方にズレがないので、とて

もうまく回ってきていると感じています。 

それでは、子供たちの友達関係ではどうでしょうか。ほんとうに友達を大切にするとい

うことは、どういうことなのでしょうか。友達のよくない行動があったときは、それを伝

えられる子供たちであってほしいと思います。意見が異なるとき、その違いを伝え合い、

乗り越えられる子供たちであってほしいと。そんな子供たちを育てていきたいと考えてい

ます。でも、現実って、なかなか言えないことかもしれませんね。でも、でも…なので

す。ここで言える子にステップアップさせたい。一つ上に子供たちを引き上げたいので

す。中川東小学校の子供たちは、お友達のいいところを見つけるのがとても上手に育って

きています。そんなところまで見つけるのかという位、友達のよさを感じながら生活して

いるようです。だからこそ、さらなる人間関係としてのレベルアップを望みたくなってい

ます。これから社会に出ていったとき、たくましく生きるために必要な力だと思っている

からです。 

職員室もそうです。本音トークで全教職員が切磋琢磨の日々です。いいなあと思うとこ

ろはすぐ言葉にする…、あれ、これっておかしくない⁉と思うこともすぐ声に出す…、それ

が相手を大切にするということだと分かっているからです。校長室でこの原稿を書いてい

る今も、隣の職員室からは賑やかな教職員の会話が聞こえてきます。そろそろ私もその会

話に入りましょう。 
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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 

うみへのながいたび 

天にのぼったおけやさん  

スイミー 

みぶりでつたえる 

かきぞめ 

漢字のつかい方と読み方 

「しかけ絵本」を作ろう 

おもちゃのせつめい書を書こう 

書きぞめ 

モチモチの木 

「おすすめ図書カード」を作ろう 

はっとしたことを詩に書こう 

書き初め 

新スポーツを考えよう 

不思議図鑑を作ろう 

書き初め 

雪わたり 

「図書すいせん会」をしよう  

書き初め 

言葉は時代とともに 

自分の考えを発信しよう 

きつねの窓 

書き初め 

社会 

  安全なくらしを守る 

人々の仕事 

世界とつながる大田区 自動車工業のさかんな地域 

貿易とこれからの工業生産 

情報をつくり、伝える 

明治の新しい国づくり 

国力の充実を目指す 日本と国際社会 

アジア・太平洋に広がる戦争 

算数 

くらべかた 

さんすうでふゆじたく 

大きなかず 

かけ算九九づくり 

長いものの長さ 

分数 

□を使った式と図 

小数のしくみと 

たし算、ひき算 

 

割合 

割合とグラフ 

およその面積 

並べ方と組み合わせ 

理科 

  ゴムのはたらき 

 

水の３つのすがた 

物の体積と温度 

電流のはたらき 大地のつくりと変化 

火山の噴火と地震 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

きせつとなかよし 

かぞくにこにこ大さくせん 

まちが大すき たんけんたい 小松菜博士に 

なろう 

二分の一成人式を開こう  地域安全マップを作ろう 夢に向かって 

音楽 

いろいろなおとをみつけよう いろいろな音やせんりつの 

うつりかわりを楽しもう 

チャチャチャのリズムで 

あそぼう 

パートの役わりを生かして 

生き生きとえんそうしよう 

パートの役割や曲の特徴を

生かして演奏しよう 

思いを生かした表現の 

みりょくを感じ取ろう 

図画工作 

でこぼこはっけん 

はこでつくったよ 

  

たのしくうつして ひらいて広がるふしぎなせかい 

くぎうちトントン 

ほってすって見つけて ほり進めて刷り重ねて 一まいの板から 

墨と水から広がる世界 

家庭 

    物を生かして住みやすく  

食べて元気！ 

冬を明るく暖かく 

体育 

多様な動きの運動遊び 

マット遊び 

持久走 

ボールゲーム 

とびばこ遊び 

持久走 

ベースボール型ゲーム 

高跳び 

持久走 

走り幅跳び 

走り高跳び 

持久走 

キックベース 

跳び箱運動 

持久走 

タグラグビー 

病気の予防（保健） 

持久走 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit7 

「This is for you.」 

Unit７ 

「What do you want?」 

Unit5 

「Where is the 

 post office?」 

Unit6 

「What would  

you like?」 

Unit 6 

「Let’s think about 

 our food.」 

 

 

 



各学年からのお知らせ ＜１２月＞ 

１年  スマイル ２年 ステップ ３年   JUMP 
たくさんの行事を通して 

 運動会に始まって、生活科見学、学習発表会
とたくさんの行事が続きました。みんなで一緒
に行動することや、協力して一つのものを作り
上げていくという活動は、子供たちを大きく成
長させました。今まで教室でなかなか大きな声
で発表できなかった子も、体育館でも聞こえる
くらい大きな声で発表していましたし、セリフ
の読み方ひとつでも、間を空けたり、身振り手
振りを自分たちで考えて工夫したりしました。
また、全体の中で自分の役割をしっかりと意識
して、一人一人が責任をもって取り組んでいる
姿も見ることができました。保護者の皆様のご
家庭での支えもあり、1年生は 1歩ずつ確実
に成長しています。今後ともよろしくお願いし
ます。 

   行事を通して大きく成長 

学習発表会『あつまれ なかひがしの森』では、
生活科見学で出会った生き物を発表しました。
事前学習では、発表したい生き物を選んで調べ、
調べたことを仲間と共有し、話合いを進めなが
ら台本を作成していきました。担任はアドバイ
スや補正をしただけ。自分たちで作り上げたま
さに学習発表の場となりました。１２月には持
久走記録会があります。一つ一つの行事を全力
で楽しむ２年生。今年の記録会でも大きく成長
する姿を期待しています。 
今年も残り１か月となりました。算数ではか

け算の練習に熱が入っています。子供たちが来
年良いスタートを切るためにも、この 12 月に
しっかりと学習や生活を振り返る活動を行って
いきます。 

ステップアップ 
 運動会後すぐの学習発表会では、短い時
間の中で集中して練習し、全員が担当の国
についてしっかり発表できました。また、
この学習を通して世界の国々に興味をも
てたことが一番の成果だと思っています。 
 11 月に宇佐美農園さんにご指導いただ
き、校庭の花壇に小松菜の種を植えまし
た。立派に育つよう愛情込めて水あげをし
ていこうと意気込んでいます。冬休み明け
の 1 月に収穫できる予定ですので楽しみ
していてください。 
 そして、今月の挑戦は「書き初め」です。
大きな紙にだるま筆で、３年生らしく伸び
伸びと書けるよう練習します。 

４年    道 ５年    SMASH ６年     ROCK 
成長した姿を。 

2022年も残すところ、あと一カ月。この 1年
で子供たちはどれだけの成長を遂げたでしょう
か。ここ数カ月を振り返ってみても、「運動会」
「社会科見学」「学習発表会」と、多種多様な経
験を積んで一回り大きく成長できました。 
学校公開や行事の後に提出していただく保護
者向けアンケートにも、その成長の様子が細か
く記されています。読むたびにいつも心が温ま
ります。ありがとうございました。 
さて、今回は“成長”をテーマにしましたが、

4年生には年明けに大きな行事があります。10
歳の節目をお祝いする「二分の一成人式」です。
1 月に入ると成長の記録をアルバムにまとめ始
めます。写真を年齢ごとに数枚程度、ご準備を
お願いします。可愛い写真、面白い写真募集で
す！  

一歩一歩、たくましく 

目まぐるしい１１月の学習や活動を、子

供たちは粘り強く諦めない心、前向きに努

力しようとする心、協力する心をもちなが

ら取り組むことができました。きっと子供

たち一人一人が達成感や成就感を味わい、

自らの自信につなげられたことと思いま

す。また、「自分たちは、学校のサブリー

ダーだ！」という意識をさらに高められま

した。高学年としてどうすべきかを常に考

え、互いに声を掛け合いながら過ごせた成

果です。１２月には、持久走記録会があり

ます。さらにたくましく！そんな子供たち

の成長を期待しています。 

仲間と創り上げる思い出 

 学習発表会で披露した「中学生免許」。一
人一人が自分の役になりきり、そして６年
間の学校生活を思い出しながら創り上げ
た学年発表となりました。鋸南、音楽会、
日光、運動会…。どれも素敵な思い出であ
り、たくましく成長した日々でした。加え
て、どんな行事も、どんな学習も、その根
底には、確かな友情と人間関係があるのだ
ろうと改めて感じることができました。最
高学年としてしっかりと心の育った６年
生。大きな行事が過ぎ、いよいよ卒業ムー
ドが立ち込めてきました。かけがえのない
仲間との、小学校生活あと４か月。大切に
大切に過ごしていきたいと思います。 

 

 学芸的行事委員会委員長 上林 悦子 

１１月２６日（土）に学習発表会が行われました。本来なら学芸会の年でしたが、昨今の状況を鑑み、

学習発表会と名前を変えて、それぞれの学年が国語、算数、生活、社会、体育、音楽、総合・・・等、

彩り豊かに学習の成果を発表しました。感染対策のため、マスクを付けたままではありましたが、のび

のびと楽しみながら発表する姿に、会場中が温かい拍手に包まれました。保護者の皆様には、衣装等、

いろいろとご協力いただきましたこと、また、本番を迎えるまで、たくさん励ましの言葉を子供たちに

かけていただきましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

外国語活動・外国語担当 田島 亜依 

３・４年生は外国語活動、５・６年生は外国語の授業があります。担任のみの授業だけでなく、英語

教育ドバイザーが週に一度各教室を順番に回り、授業支援を行っています。英語教育アドバイザーは１

０月からユエン亜紀子先生に代わりました。更に、今年度は３回 ALT（外国語指導助手）の授業日があ

ります。高学年を中心に、より実践的なコミュニケーション活動を通して、中学校につながる英語学習

に対する意欲向上と国際理解を深めるため、ALTが授業支援を行っています。 

先日の朝会で、６年生の代表児童が外国語についてのスピーチを行いました。外国語の授業で調べ学

習を行い、外国語と共に自身の知識を深める学習ができたという内容でした。外国語の学習を通して言

語の知識を広めるだけでなく、様々な国の文化や環境問題等を知る学習も行っています。                            


