
道徳授業地区公開講座  

～子供たちの“心の動き”をご一緒に考えましょう～ 

校長  豊 田 純 子 

  

暑い日が続くようになりました。もう梅雨明けだそうです。学校では熱中症にも気を付け

ながら、少しずつ活気ある学校生活を取り戻しつつあるところです。水泳指導も始まりまし

た。最初に水に入った瞬間の水しぶきと子供たちの嬉しそうな歓声……抑えようと思っても

つい出てしまった声、仕方のないことですね。 

先日久しぶりに行われた学校公開には、多くの保護者の方々にご参観いただきました。た

くさんのお声をいただきました。ありがとうございます。特に、初めての参観であった１年

生の保護者の方々からは、「楽しく学校に通っているのが分かりました。」「頑張っている姿が

見られて嬉しかったです。」「もっともっと参観したかったです。」等多数のご感想をいただき

ました。（１年生はほぼ全家庭からのご提出。素晴らしいの一言ですね。） 

さて、７月は「道徳授業地区公開講座」が開かれます。この取組もコロナ禍のため２年間

行うことができませんでした。今年度は本校が最も力を入れている「心の教育」の一端をご

覧いただきたいと思います。全学級公開です。授業の様子を是非ご覧ください。６月の学校

公開とはまた一味違った子供たちの学びの様子をご覧いただきたいと思います。 

 

道徳授業地区公開講座 令和４年７月９日（土） （土曜時程です。） 

               第２校時 第１学年・第３学年・第５学年 

               第４校時 第２学年・第４学年・第６学年 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

１時間の授業でいい空気を創り出したいと思います。その空気は授業者と子供たちと参観

される保護者の方々で創っていくものと考えています。是非教室の後方から子供たちの学び

を後押ししてください。子供たちの“心の動き”をご一緒に‼ 

本来なら、授業後に意見交換を行いたいところですが、この状況のため、アンケート用紙

による意見交換とさせていただきます。双方向の交流になるよう工夫します。 

 
令和４年７月１日（金） 

 

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/  

こんなところを見てください（見ていただきたいポイントです。） 

〇よく考えている。 

自分の考えをもてている。 

〇話合いでは、友達の考えをよく聞いている。 

 そして、また考えている。 

〇板書は１時間の子供たちの“心の動き”を 

表したものとなっている。 

◎参観するすべての人が子供たちと共に考えている。 

 

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


 

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 

おおきなかぶ 

カタカナのことば 

きつねのおきゃくさま  

いなばのしろうさぎ 

「かんさつ発見カード」を書こう 

「言葉のなかまさがしゲーム」をしよう 

「生き物ブック」を作ろう 

漢字の広場 

のらねこ 

季節の言葉を集めよう 

 

ぞろぞろ 

写真をもとに話そう 

 

漢文に親しむ 

敬語 

漢字の広場 

知りたいことを決めて、話を聞こう 

大造じいさんとがん 

パンフレットで知らせよう 

世代による言葉のちがい 

漢字の広場 

川とノリオ 

 

社会 

  お店をたんけんしよう 水はどこから 米作りのさかんな地域 

水産業のさかんな地域 

天皇を中心とした政治 

貴族が生み出した新しい文化 

武士による政治の始まり 

算数 

のこりはいくつ 

どれだけおおい 

たし算とひき算 

筆算をつくろう 

あまりのあるわり算 

10000 より大きい数 

２けたの数のわり算

がい数 

小数のわり算 

ご石の数え方 

整数の見方 

分数のわり算 

データの見方 

円の面積 

理科 

  ﾁｮｳを育てよう 

花がさいた 

暑い季節 

夏の星 

台風の接近 

わたしの自由研究 

実や種子のでき方 

生物のくらしと環境 

てこのしくみとはたらき 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

きれいにさいてね 

きせつとなかよし 

めざせ生きものはかせ 

まちが大すきたんけんたい 

めざせ野さい作り名人 

足立区調査隊 私たちにできる防災 

～兄弟学年に伝えよう～  

お米作りにチャレンジ なるほど・ザ・日光 

音楽 

リズムとなかよし リズムやドレミと

なかよし 

 

歌声ひびかせて 

 

ひょうしとせんりつ 

 

声のひびきあい 

 

 

豊かな表現を求めて 

 

図画工作 

みてみてあのね パタパタストロー 

 

かいじゅうガポガポ 

 

ギコギコトントンクリエイター 心のもよう 

 

この筆あと、どんな空？ 

 

家庭 

    ひと針に心をこめて 

持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方 

楽しくソーイング 

夏をすずしくさわやかに 

体育 

水の中を移動する遊び／浮く・もぐる遊び 

鬼あそび 

水の中を移動する遊び／浮く・もぐる遊び 

リズム遊び 

浮いて進む運動／もぐる・浮く運動  

ソフトバレーボール 

浮いて進む運動／もぐる・浮く運動  

走り高跳び 

クロール 平泳ぎ 

ベースボール型 

クロール 平泳ぎ 

病気の予防 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit4 

「I like blue.」 

Unit4 

「What time is it?」 

Unit3 

「What do you  

want to study?」 

Unit3 

「Let’s go to Italy.」 

 



各学年からのお知らせ ＜７月＞ 

１年      ２年  ３年 
ひらがなすべて終わりました！ 

小学校に入学してから毎日継続し学習してき

たひらがなの学習が終わりました。子供たちも達

成感があったようで「これで全部終わった！」と

話していました。とは言え、これからもひらがな

を適切に使えるように練習をしていく必要はあ

りますし、カタカナや漢字の学習も控えていま

す。そのことを伝えると「まだあるの！？」と驚

いていました。学びに終わりはありませんね。 

6 月末から各クラスでカタカナの学習が始ま

りました。『たのしいおけいこカタカナ』という

冊子で 1日 1ページ宿題を出します。引き続き、

ご家庭でのまる付けのご協力をお願いします。 

ミニトマトの鉢の持ち帰りをお願いします！ 

生活科で育ててきたミニトマト。間引きが終

わり、すくすくと育っています。いつ頃花が咲

き、実がなるのか楽しみに、毎日水やりをして

います。夏休みはご家庭で観察やお世話をお願

いします。できた実は、ご家庭で召し上がって

ください！鉢は、７月 11日（月）～20日

（水）にお家の方に持ち帰っていただき、９月

1日（木）～５日（月）までに学校に持ってき

てください。 

算数では、1000までの数を学習しています。

「100 円玉 10 個で 1000 円」など、日常生

活にもつなげていけるといいですね。 

自転車教室のご協力に感謝いたします 

先日はたくさんの方にご参加いただきありが

とうございました。自転車もたくさん集まり、

充実した活動になりました。区から免許が来ま

したら配布いたします。一人で自転車に乗る時

にも十分に交通安全に気をつけるようご家庭で

もお話ください。 

理科で 5月よりホウセンカを育てて観察を

しています。大きく伸び、葉の数も増えてきま

した。７月 11日（月）～20日（水）に鉢を

持ち帰って頂き、夏休み期間はお家でお世話を

お願いします。夏休み明けには、ホウセンカの

実ができる様子を観察します。 

４年    ５年 ６年 
調べよう！広げよう！自分の興味！ 

自分一人でできることが増えた４年生。学習に取り

組む姿勢もより前向きにレベルアップしています。6

月の学校公開でもその成長した部分に目を向けて下

さる保護者の皆様からの温かい言葉がたくさん寄せ

られていました。心から感謝いたします。 

そんな前向きな 4 年生。あと 3 週間ほどで夏休み

を迎えます。今年の夏はそんな学ぶ姿勢をそのまま

に、「足立区 図書館を使った調べる学習コンクール」

に取り組みます。国語の学習を通して、夏休み前まで

に子供たち一人一人がテーマを見つけます。日々の自

主学習で気になったことを、さらに深めるもよし。長

い夏休みだからできることを探します！ 

鋸南自然教室を振り返って… 
６月２２日（水）～２４日（金）に鋸南自然教室に出かけまし

た。１日目、初めての宿泊学習に緊張している様子の子供たち。

時間を意識して行動することや次の活動の見通しをもつことの

難しさと大切さを実感していました。２日目、集団行動に慣れて

きた子供たち。みんなと共同していることを自覚し、周りのペー

スを考えて協力できる子がぐんと増えました。係活動も軌道に乗

り、行動がスムーズになりました。３日目、楽しかった出来事を

振り返る子供たち。自身や友達の成長を実感していました。「この

２泊３日で学んだことを学校で生かしたい！」「今まで気付かな

かった自身の課題を改善したい！」と、さらに自分自身を高めよ

うとする意識をきちんと育むことができました。 

保護者のみなさまには、持ち物の準備や送り迎え等、様々な面

でご協力いただきありがとうございました。 

心をのばす 
 ７月６日に校内研究授業があります。今年度

も昨年度に引き続き、道徳科の授業研究をして

います。また、７月は道徳授業地区公開講座も

予定されています。自分自身を見つめる道徳科

で私たち教員は、子供自身が大切だと感じる

「種」を心にまくようなイメージで授業をして

います。しかしその種に水をやり、大事に大事

にのばしていくのは、自分です。頭でわかって

いるだけではなく、行動していこうという心が

重要です。もうすぐ夏休み。学校から離れてい

ても、心をまっすぐにのばしていく子供たちで

あってほしいと思います。 

 

 

今年度、タブレット端末にＡＩドリルが導入されました。ＡＩドリルでは、ＡＩ機能を活用した知識・技能の確実な習得を目的としています。子供たち

の学習状況を記録することができるため、どのような学習内容につまずいているのかを容易に把握することもできます。子供たちが活用している様子を

見て、「いいな！」と思う点を３つ挙げます。 

 ①少ない手順で操作でき、操作補助の説明がわかりやすい！ 

  ➝手書き入力でも学習することができ、操作において大きなストレスを感じにくい。 

 ②ＡＩによる誤答分析により、一人一人のつまずきに対応した問題が出される！ 

  ➝子供が誤答した際、類似問題（少し簡単になったもの）がくり返し出題されるため、子供たち自身が主体的につまずきを改善することができる。 

 ③ヒント機能がついている！ 

  ➝苦手な学習内容でも、ヒント機能を活用することで、子供たちが自主的に問題を解き進められる。 

 また、昨年度の足立区学力調査（学習意識調査）の結果より、「わからないことでも、自分の答えを見つけられるように勉強したい」と答えた児童が８

割以上いたことがわかりました。ＡＩドリルの活用は、『自分自身のつまずきに気付ける』『説明機能を見ながら、自分で調べて学習を進めることができ

る』という良さがあり、足立区の子供たちの学習意識における課題改善にもつなげていくことが期待できます。 

 本校でも、夏休みまでに各学級でＡＩドリルを活用していきます。ＡＩドリルを活用した宿題等が課されることがあるかと思いますので、ぜひご家庭で

お子さんの取組状況を見ていただければと思います。 

 

 

コミュニケーションの教室は、自分の気持ちをコントロールすることが苦手だったり、がんばっているのに上手くいかないこと

があったりするお子様のための教室です。個別指導と小集団指導を通して、自信をもたせ、できることを増やしていくことをねら

いとしています。ご相談等ございましたら、担任又はコミュニケーションの教室担当までご連絡ください。 

ことばときこえの教室は、「発音に誤りがある」「吃音がある」「ことばで表現することが苦手」「読み書きが苦手」「聴こえにく

い」等の子供たちの苦手なことや困り感を改善・克服するために、週１～２回の指導を行っています。見学・相談は随時受け付け

ておりますので、ご連絡ください。 

 


