
 

一人に一つの物語 

 

校長  豊 田 純 子 

 

新しい年 2023年になりました。今年の干支（えと）は兎（うさぎ）。元気よくピョンピョン

と跳びはねる兎にあやかり、大きな飛躍の年としたいものです。ロシアによるウクライナ侵

攻、収まらぬ新型コロナウイルス感染症…心をざわつかせる社会情勢は続きます。しかし、だ

からこそ、今年は穏やかで平和な一年になりますようにと祈らずにはおれません。2023年がよ

き一年となりますよう…心からの願いです。 

 

新年を静かに迎える中で、子供たちの顔を思い浮かべてみました。中川東小学校に通う 288

名の子供たち。この場面でよく頑張ったな…この子すごく成長してきた…あのときジャンプし

て大喜びしていたっけ…ここで悔しくて泣いていたな…意見が合わず大げんかしていた…今と

なれば懐かしい場面の数々。そうなんです。どの子にも一年間の成長物語がありました。一人

に一つの物語があったのです。今年もそのそれぞれの物語を大切につないでいきたいと思いま

す。その子らしさが最大限に発揮される学校生活を築いていきたいと、心に誓った新年です。

もちろん子供たちを支える保護者の皆様にも様々な物語があったことでしょう。機会があれば

是非お聞かせください。今年も子供たちの成長のために共に進んでまいりましょう。 

 

子供たちのそれぞれの物語が集まったものが学校生活だということもできましょう。そのよ

うに考えると、昨年末特に心をつかれた学校行事がありましたので、ここでふれておきたいと

思います。持久走記録会です。子供たちの力走が俄然光りました。そこで、ふと思い至ったの

です。頑張り切る子が増えてきたな。苦手なことや苦しいことから逃げない子が増えてきた

な、と。この実感は確かなものと思われます。粘り強さがついてきたのです。 

 

この実感を大切に 2023年も教職員一同、全力で子供たちに向き合ってまいります。保護者

の皆様・地域の皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
令和５年１月１０日（火） 

 

足立区立中川東小学校 
 

校 長  豊 田  純 子 
学校だより 
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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 

スイミー 

みぶりでつたえる 

文をつくろう 

学校のことをつたえあおう 

ことばでつたえよう 

書き初め 

せかいじゅうの海が 

かさこじぞう 

むかしのあそび 

むかしのあそびをせつめいしよう 

書き初め 

詩を楽しもう 

文の組み立て 

川をさかのぼる知恵 

書き初め 

熟語のでき方 

調べてわかったことを

発表しよう 

書き初め 

提案文を書こう 

和語・漢語・外来語 

まんがの方法 

書き初め 

言葉と私たち 

漢字の広場 

伊能忠敬 

きつねの窓 

書き初め 

社会 

  足立区のようすの 

うつりかわり 

ゆたかな自然を守り生かす小笠原村 

受けつがれる祭り 

～武蔵府中くらやみ祭～  

貿易とこれからの工業生産 

情報をつくり、伝える 

アジア・太平洋に広がる戦争 

新しい日本へのあゆみ 

算数 

大きなかず 

なんじなんぷん 

九九の表 

はこの形 

１０００より大きい数 

 

三角形 

小数 

小数と整数のかけ算、わり算  

立体 

四角形や三角形の面積 算数のまとめ 

開け！算数ワールド 

理科 

  明かりをつけよう 

じしゃくのひみつ 

 

ものの体積と温度 

冬の星 

冬から春へ  

もののとけ方 

電気と私たちの生活 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

むかしあそび 

きせつとなかよし 

作ってためして 

むかしあそび 

昔の道具を調べよう 

小松菜名人になろう 

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 

パートの役割を生かして 

演奏しよう 

言葉を大切にしながら 

気持ちをこめて歌おう 

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 

のってみたいないきたいな たのしく うつして 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 わたしの大切な風景 

家庭 

    ミシンにトライ！ 

手作りで楽しい生活 

 

あなたは家庭や地域の宝物 

体育 

多様な動きをつくる運動遊び 多様な動きをつくる運動遊び 

ボールゲーム 

跳び箱運動 

ラインサッカー 

多様な動きをつくる運動 

ゴール型ゲーム 

サッカー 

保健「けがの防止」 

サッカー 

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？  

Unit８ 

「This is my  

favorite place」 

Unit６ 

「What would  

you like?」 

Unit7 

「My Best Memory」 

 

 



各学年からのお知らせ ＜１月＞ 

１年      ２年  ３年  
２年生にむけて！ 

 新年あけましておめでとうございます。冬休
みは、ご家庭でお子さんと充実した時間を過ご
されたことかと思います。また、宿題の丸付け
やタブレットの声かけなど、たくさんのご協力
を頂き、誠にありがとうございました。 
 １月は書き初め会から始まります。初めての
書き初め会。じっくり、ゆっくり、丁寧に自分
の字を書き、完成させることでさらに力を伸ば
してほしいです。 
１年間も早いもので残り３ヵ月になりまし

た。残りの 3 ヵ月で、１年間のまとめをしっか
りと行い、胸を張って２年生へと進級できるよ
うに子供たちを指導していこうと思います。よ
ろしくお願いします。 
 

新しい年をむかえて… 
冬休み中は、家族とふれあいながら充実した時間

を過ごしたようで、子供たちの表情からも心と体の
栄養をたくさん得て、頑張るぞという意欲が感じら
れました。冬休みの課題では、丸付けや声かけ等ご
協力ありがとうございました。 
学校や家庭での練習を活かして、１月の書き初め

会では、一文字ごと文字の特徴をとらえながらじっ
くりと自分の世界に入り込み、今後の個人の力を伸
ばしてほしいです。 
２年生としての残り３ヵ月は、１年間の学習のま

とめや３年生進級に向けての準備をする大切な時
期です。一人一人が胸を張って２年生が終えられる
よう、残りの期間を充実した毎日にしていきたいと
思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

２０２３年が始まりました！ 
 少し長い冬休みが終わり、学校には子供たち
の明るく元気な笑顔が戻ってきました。年末年
始、ゆっくりと充実した生活を過ごせたのでは
ないでしょうか。 

1 月の挑戦は、明日の書き初め会です。毛筆
になって初めての書き初めです、習字セットや
だるま筆を忘れないよう声かけをお願いしま
す。なわとびの練習も始まります。短縄の準備
もお願いします。 
3 年生も残り３ヵ月となり、あっという間に

4 年生です。新学年を意識しながら、学習・生
活面でさらにﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟできるように、担任一同
指導を重ねていきます。引き続き、ご理解とご
協力のほど、宜しくお願いします。 
。 

４年    ５年 ６年   
高学年への道 

新たな気持ちで新年を迎えた４年生。４年生
として過ごす日々も残り３ヵ月。５年生への道
が見えてきました。５年生になるということは
高学年になり、学校のリーダーになる準備を始
めるということです。１日１日の自分の学校生
活が高学年への道へつながっています。これま
で見てきた高学年の姿や、自分の思い描く高学
年の姿に近づいていけるように応援していきま
す。高学年への気持ちをひきしめる第一歩とし
て１１日（水）に書き初め会があります。新年
に新たにした気持ちを書き初め用紙にこめて表
現します。落ち着いた気持ちで心のこもった字
を書けるように声をかけていきます。書き初め
セットのご準備をお願いします。 

最高学年を目指して… 
 昨年は常に「高学年の自覚と責任をもって…」「来
年は６年生だよ。」と言われ続けた５年生。それと同
時に学校を背負うサブリーダーとしての期待も込めら
れていました。いよいよ年が明け、実感も湧いてきた
ことでしょう。サブリーダーとして 3 ヵ月間。学校の
リーダーとして立派に活躍する６年生の姿を、様々な
場面で目に焼き付け、そこから学び、吸収してほしい
と思います。 
それが終わると、６年生を送る会と卒業式がありま

す。感染状況により、参加は検討中ですが、準備、運
営、片付けなど、縁の下の力持ちとして全力で行事を
支えていきます。４月から、５年生全員が「学校のリ
ーダーです！」と胸を張って言えるように、残り 3 ヵ
月間を大切に過ごしていきたいと思います。 
本年もどうぞよろしくお願いします！ 

思い出重ねた２０２２ 

昨年１年間、子供たちは数えきれないほどの

成長を見せてくれました。それはひとえに保護

者の皆様のおかげです。いつも温かく見守って

くださり本当にありがとうございました。 
さて先日の学習発表会の後、多くの保護者の

方々にアンケートをいただきました。一枚一枚
心を込めて書かれたアンケートをしみじみと読
みました。「感動しました。」「感謝します。」「も
う一度６年生の初めにタイムスリップしてほし
い。」「コロナで我慢した日々が一気に返ってき
た。」など、いただいたこちらがエネルギーをも
らいました。泣いても笑っても残すところ小学
校生活も３ヵ月。カウントダウンはもう少し先
へ…。でもまだまだ思い出に浸るのは、早いよう
です。本年もよろしくお願いします。 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 １１月３０日（水）に５年生が足立区立小学校連合音楽会に出演してきました。給食を食べ終え、バスに 

乗り込んで西新井文化ホールに向かうときから、気合は十分！！本校は午後の部で、６つの出演校が一堂に 

会しました。 

 合唱『HEIWAの鐘』で美しい二部合唱を響かせて、その後はガラリと雰囲気を変えてノリノリで合奏 

『アフリカンシンフォニー』を演奏。本当にのびやかに堂々と表現する姿には、感動させられるほど。他の

学校の先生方からもたくさんお褒めの言葉をいただきました。 

前日に体育館にてすべての学年が入れ替え制で５年生の演奏を鑑賞し、学校のみんなで応援し送り出せた

ことも、５年生の力になりました。この連合音楽会での学びを、今後に生かしていきます！ 

 

体育的行事委員会 高島 憲也 

音楽専科 上林 悦子 

 １２月１７日（土）に持久走記録会が開催されました。子供たちは自分

の力を出し切り、見事完走することができました。また、普段の休み時間

から一生懸命に練習する姿がたくさん見られました。取組を通して、自分

の目標に向かって一歩ずつ努力することの大切さを感じたり、運動に親し

む姿勢を育んだりすることができたのではないでしょうか。そうして、普

段の生活の中にも運動を取り入れてほしいと思います。 

 

★お知らせ★ 

 ２月から、ぞうきんを使用した清掃活動を再開することになりました。ぞうきん 1枚とひものついた洗濯

ばさみ 2個をすべてに記名をした上で、1月中に持たせてください。よろしくお願いいたします。 

 


