
 

一年間を振り返って 

校長  豊 田 純 子 

 

 学校は今年度の教育活動を振り返り、次年度の計画を立てる時期となりました。令和５年

度の教育活動の準備が着々と進められています。本号では、今年度の成果と課題を保護者の皆

様・地域の皆様と共に考えていきたいと思います。 

本日、昨年末に保護者の皆様から寄せていただいた「学校評価アンケート」の集計結果を別

刷りで保護者の皆様へお届けします。HPにも掲載します。回答率 95％。高い数字です。集計

結果（一部抜粋）は下表の通りです。概ね肯定的な回答でした。自由意見では、温かくも的確

なご意見やご指摘をいただきました。 

 

 

 

 

〇温かな雰囲気が学校全体にあるように思います。感謝の気持ちでいっぱいです。全学年での運動会も楽し

ませていただきました。皆一生懸命で張り切っていて、とてもいい運動会でした。 

〇高学年になるにつれて、自分が任された仕事・やるべきことにしっかり取り組む姿を見ることができて親

としては大変そうだなと感じると同時に、子供たちの成長を感じることができて嬉しく思います。 

〇子供たちがやってみたい！楽しい！と思える環境づくりが常になされていて素晴らしいです。行事などで

学校に伺った際には、いつも皆生き生き過ごしている姿が印象的です。 

〇クラスの枠を越えて、様々な先生が声をかけてくださり、子供を見守ってくれていると感じます。また、

勉強面だけでなく気持ちの面でのフォローもしてくださり、安心できます。 

〇毎日休まず学校を楽しみにしている子供の姿がすべてだと思います。 

子供たちの姿を見ていて、一番伸びたなあと思うのは「やる気」です。全校的な学習意欲の

高まりが学力につながってきているようです。手ごたえを感じています。少しずつ復活してき

た学校行事にも、全力で取り組む子供たちの姿が多く見られました。 

一方、活用が進んできた ICTについては、子供たちがどのようにタブレットや AIドリルを

活用して学習しているのか見えづらいというお声が多く届きました。アンケートの数値にも顕

著に表れています。学校では周知に努めてきたものの十分ではなかったことを自覚しました。

今後は、より見える形で周知していきたいと考えています。 

また、自学を始めとする家庭学習について、負担が大きいとのご意見も一部いただきまし

た。学校では、学力向上のためのトライアングルとして、授業の充実・個に応じた指導・家庭

学習の徹底を掲げて取り組んでいます。家庭学習は特に基礎基本の定着に効果的です。さら

に、自学の取組は主体的な学習意欲を大きく育んできました。子供たちにじわじわとついてき

ている力を励みに、継続していきます。ご理解いただければ幸いです。 

 

   
令和５年２月１日（水） 

 

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/  

（％）    

番号 項目 A B C D E 

② 子供が楽しく挑戦したくなるような授業づくりに努めている。  ５６ ３５ ６ １ ２ 

⑦ 子供の心を育てる生活指導や楽しい特別活動を行っている。  ６９ ２５ ４ １ １ 

⑪ 児童の学びが確保されるように、児童一人一人に合った学びが、ICT の活用によって保障されている。  ４３ ３９ １１ ３ ４ 

 

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 

学校のことをつたえあおう  

ことばでつたえよう 

おもい出のアルバム 

おてがみ 

主語とじゅつ語 

こんなことができるようになったよ 

音や様子をあらわす言葉 

組み合わせてできている漢字 

強く心にのこっていることを 

漢字の広場 

町の行事について発表しよう 

おにたのぼうし 

学習のまとめ（書写） 

ウミガメの命をつなぐ 

自分の成長をふり返って  

雪 

学習のまとめ（書写） 

 

まんがの方法 

ひみつを調べて発表しよう 

漢字の広場 

送りがなのきまり 

学習のまとめ（書写） 

伊能忠敬 

日本語の文字 

漢字の広場 

ひろがる言葉 

学習のまとめ（書写） 

社会 

  足立区のようすのうつりかわり 東京都の伝統や 

文化、東京都の発展 

につくした人々 

豊かな自然を守り生かす小笠原村  

環境とわたしたちのくらし 

森林とわたしたちのくらし 

アジア・太平洋に広がる戦争 

新しい日本へのあゆみ 

日本とつながりの深い国々 

国際連合と日本人の役割 

算数 

なんじなんぷん 

どんなしきになるかな  

１０００より大きい数 

図をつかって考えよう 

１を分けて 

小数 

２けたの数のかけ算 

立体 

分数の大きさとたし算、ひき算  

 

正多角形と円 

角柱と円柱 

算数のまとめ 

開け！算数ワールド 

理科 

  じしゃくのひみつ ものの温まり方 

人の体のつくりと

運動 

もののとけ方 

人のたんじょう 

電気と私たちの生活 

人と環境 

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 えがおのひみつたんけんたい 

あしたへつなぐ自分たんけん 

昔の道具を調べよう 二分の一成人式を開こう  地域安全マップ 夢に向かって 

音楽 

ほしのおんがくを つくろう きょくのかんじを生かして 

えんそうしよう 

パートをえらんでみんなで 

えんそうをくふうしよう 

気持ちを合わせて美しい 

ひびきでえんそうしよう 

気持ちを合わせて 

きき合いながら演そうしよう 

曲にこめられた思いを感じ取

り、みんなの歌声で表そう 

図画工作 

ちぎりえでおにたいじ  ともだちハウス ゴムゴムパワー 自画像 ミラクル！ミラーステージ わたしの大切な風景 

家庭 

    ミシンにトライ！ 

5年生のまとめ 

あなたは家庭や地域の宝物 

体育 

跳び箱遊び 

ボールゲーム 

跳び箱遊び 

ボールゲーム 

跳び箱運動 

ラインサッカー 

保健 

「けんこうな生活」 

ゴール型ゲーム 

保健 

「体の成長とわたし」 

跳び箱運動 

ハンドボール 

保健「けがの防止」 

体の動きを高める運動 

ゴール型ゲーム 

保健「病気の予防」 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit8 

「What’s this?」 

Unit9 

「Who are you?」 

 

Unit9 

「This is my day.」 

 

Unit7 

「Welcome to Japan.」 

Unit8 

「My Future 

My Dream」 

 

 



各学年からのお知らせ ＜２月＞ 

１年      ２年  ３年  
まとめのきせつ 

1年生も残すところあと２か月です。2月

は短く、3 月も春休みがあることを考える

と、実際にはもっと短く感じることでしょ

う。4 月に入学した子供たちは心も体も大

きく成長しました。残りの短い期間は、自

分の成長を振り返り、できるようになった

ことを確実に定着させていくことだと考え

ています。学習も学校生活もまとめの内容

に入っていきます。2 年生に向けて、子供

たちが自分の成長を感じ、自信をもって 2

年生になれるように支えていきます。 

ホップ、ステップ・・・ 
 冷たい風が吹いて、寒い日が続きますが、暦
の上では春を迎えます。３年生への進級を前
にした子供たちも、成長のつぼみに一人一人
の力を蓄える時期として、学習も生活も頑張
っています。それぞれの良さを発揮して可能
性を伸ばし、次の学年へ気持ちよくジャンプ
できるよう、指導していきます。生活科では、
自分探検の学習を行います。この学習を通し
て、自分の成長を自覚すると共に、成長を支え
てくれた多くの人々がいることについて考
え、感謝の気持ちとこれからの成長への願い
をもって意欲的に生活ができるようにしたい
と思います。 

 

チャレンジ実行中 
時が過ぎるのは早いもので、新しい年になっ

て 1か月が経ちました。３年生は、様々なチ
ャレンジを続けています。だるま筆で初めての
書き初め会にチャレンジしました！冬休みにし
っかりと練習してきた成果が出ていました。大
きく太く堂々とした字が書けました。1，2年
生の時コロナでできなかった長縄にチャレンジ
しています！16日の記録会に向けて、８の字
跳びを連続で跳べるように練習を頑張っていま
す。 
また、2月 17日（金）はクラブの見学があ

ります。4年生に向けて少しずつ準備が始まっ
ています。 

４年    ５年 ６年   
感謝の気持ちを胸に…。 

「先生、この写真見て～！」二分の一成人式の

アルバムを作る活動の一幕。準備いただいた大切

な写真と一緒にたくさんの思い出を語ってくれま

す。思い出を言葉にする中で“どんな時も大切に

育ててもらっていたな。”そんなことにも気付き始

めているように感じます。感謝をテーマにその思

いを本番で届けていきます。 

各ご家庭 2名までご来場いただけるよう準備を

進めています。子供たちの晴れの舞台です。 

服装の準備も合わせてお願いいたします。 

《服装》 上：白シャツ・ブラウス 下：黒紺のズボン・スカート 

 

 

 

 

６年生に向けての助走期間！！ 

２０２３年に入り、「６年生への助走」を意

識している５年生。委員会活動やクラブ活動、

縦割り班活動など、様々な活動の中で６年生の

活躍を一番にそばで感じ、「ぼくたちが 6年生

になったら…。」と自分の未来像を思い描いて

います。６年生の背中を追い続け、その姿から

学ぶこと。６年生との残り少ない時間を大切に

すること。最高学年まで、残り２か月！４月に

は新しい 1年生の手を優しくひく、素敵な６

年生を目指して…。 

☆２月９日（木）は社会科見学に出掛けます☆ 

 

よき伝統を 
教室に飾られた日めくりカレンダー。そこには

「卒業まであと○日」と書かれています。６年生

が中心となって進めてきた委員会やクラブ、縦割

り班活動も残り僅かとなりました。最高学年とし

てトップに立つことにドキドキしていた４月。今

では当たり前のような顔をして、学校を引っ張っ

ています。本当に頼もしい限りです。そんな６年

生たちの卒業が近づき、しんみりとした卒業ムー

ドが立ち込めてきました。月末には、６年生を送

る会。昨年見た大きな背中。次は、君たちの番で

す。よき伝統を引き継いでいこう。 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語部 百目鬼 裕介 

特別活動部 小山 薫 

＜体育委員会＞ 

短縄集会の様子 

＜保健委員会＞ 

ポスター作成の様子 

毎年恒例となる「書き初め会」が 1月 11日、 

12日の 2日間に亘って行われました。 

1・2年生は硬筆。3年生から 6年生は毛筆。そ

れぞれの字に思いを込めて書きあげていました。 

例年以上に、堂々とした字が多かったことが良

かったです。作品展にもたくさん来校いただきあ

りがとうございました。 

 

 

 
 中川東小学校では、児童会活動として、５・６

年生による全８つの委員会活動と３・４年生の代

表児童と運営委員会が関わる代表委員会、児童会

集会活動を行っています。 

委員会活動では、学校内の仕事を分担し、学校

生活をより良くするために日々活躍しています。 

 児童会集会は、集会委員会を中心に、毎回工夫

を凝らした内容になっています。 


