
 

 

運動会に思う 

校長  豊 田 純 子 

 

「この運動会の最後には、達成感と満足感でいっぱいになるように、 

自分たちの種目に本気で挑み続けることを誓います。」 

 「当たり前ではない、仲間との時間を」 

 「当たり前ではない、今日の運動会を」 

  

これは、29日に行われた運動会の開会式における選手宣誓の言葉の一部。大きな声で堂々とした姿で、6

年応援団長の二人が言葉を述べた。運動会の開始である。およそ 3年ぶりの全校児童による運動会。やっと

ここまでこぎつけた。一昨年は「きらりんピック」と銘打ち学年ごとの開催。昨年もやはり…。校舎の窓か

ら、Zoomにてと工夫はしたものの、全校児童が一堂に会しての開催はやはり一味も二味も違うものであ

る。 

  

運動会が終わった今、その思いをかみしめている。同じ空気感の中、同じ感動を共にすることができる。

まさしく学校行事の醍醐味。下級生は上級生の姿を見て、大きくなったらあのようになりたいと憧れたこと

だろう。上級生は下級生の可愛く頑張る姿に、自分の小さい頃を懐かしく思い出しているかもしれない。 

  

1年生は「スーパーダンシング☆玉入れ」で弾けるように踊って玉を投げた。なんて可愛いのか。2年生

はちょっぴりお兄さん・お姉さんになって…手首のキラキラが光っていた。ツバメからのメッセージを届け

た。3・４年生の「新時代綱引き」は力強かった。たくましくなった中学年のパワー全開。そして５・６年

生。「中東ソーラン 2022」ではそれぞれの法被に思い思いの一文字が躍る。「夢」「絆」「愛」「尽」「和」…

個性があふれ見応えありである。「東西南北四神リレー」では、5・6年生が４組に分かれ、走るのが得意な

子も苦手な子も、力を合わせてバトンをつなぐ。この競技は「きらりんピック」の際に始まった。私はなぜ

だろう、この競技に惹かれてしまう。きっと全員でバトンをつなぐところなのだろうなと思う。 

  

運動会を終えた子供たちの表情は一様に満足したような達成感いっぱいの表情であった。保護者の皆様も

皆ニコニコである。嬉しい一日となった。地域の皆様を始めご来賓の方々をご招待することが叶わず、申し

訳ない思いは募る。是非次へとつなげていきたいものである。 
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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 

はたらくじどう車 

えを見ておはなししよう 

うみへのながいたび 

しを読もう 

泣いた赤おに 

「クラスお楽しみ会」をひらこう 

みじかい言葉で 

絵文字で表そう 

気持ちを伝える話し方・聞き方 

モチモチの木 

新スポーツを考えよう 

ウミガメの命をつなぐ 

世界遺産 

「古典」を楽しむ 

 

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 

社会 

  安全なくらしを守る 

人々の仕事 

とどけよう命の水 

～玉川兄弟と玉川上水の開発～  

自動車工業のさかんな地域 

貿易とこれからの工業生産 

 

江戸の社会と文化・学問 

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 

算数 

たしざん 

ひきざん 

くらべかた 

九九であそぼう 

かけ算九九づくり 

かけ算の筆算 

重さ 

1／2にしよう 

分数 

整理のしかた 

小数のしくみと 

たし算、ひき算 

単位量あたりの大きさ  

わり算と分数 

割合 

比 

拡大図と縮図 

およその面積と体積 

理科 

  風のはたらき 

ゴムのはたらき 

水の３つのすがた 

ものの体積と温度 

流れる水の働き 

川と災害 

電流のはたらき 

大地のつくりと変化 

火山の噴火と地震 

水溶液の性質 

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 あつまれ中東の森 小松菜博士になろう 

世界くらべてみたら 

GoToトラベル 

 

お米作りにチャレンジ 

めざせ！ミニツアーガイド！ 

夢に向かって 

音楽 

ことばのまねっこであそぼう おまつりの気分で 

生き生きと歌おう 

世界の友だちの歌を 

楽しもう 

世界に伝わるいろいろな 

リズムや歌を楽しもう 

パートの役割や曲の特徴を 

生かして演奏しよう 

パートの役割を生かして 

豊かな響きで演奏しよう 

図画工作 

すきまちゃんのすきなすきま 

でこぼこはっけん 

はこでつくったよ 

いろの見えかたむげん大 

たのしくうつして 

ひらいて広がるふしぎなせかい 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 

家庭 

    まかせてね今日の食事 

冬を明るく暖かく 

ミシンにトライ！ 

手作りで楽しい生活 

体育 

表現運動 

鉄棒遊び 

マット遊び 

ボール投げ遊び 

マット遊び 

ベースボール型ゲーム 

高跳び 

 

走り幅跳び 

走り高跳び 

マット運動 

マット運動 

鉄棒運動 

ハードル走 

マット運動 

鉄棒運動 

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?」 

Unit５ 

「We all live  

on the Earth」 

 



各学年からのお知らせ ＜１１月＞ 

１年      ２年  ３年  
レッツダンシング！！ 

 先日の運動会では、全力で元気いっぱいに力を出
し切った１年生。子供たちは運動会本番に向けて、
毎日練習を一生懸命頑張ってきました。５０ｍ走で
の、最後まで全力で走りぬく姿。スーパーダンシン
グ☆玉入れでの、踊りを楽しんで思いきり玉入れを
する姿。どれもが素晴らしかったです。 
 １１月には、生活科見学もあります。１年生みん
なで初めてバスに乗って、葛西臨海水族園に行きま
す。海の生き物、秋の生き物の秘密をたくさん見つ
けてきたいと思います。お弁当をはじめ、いろいろ
準備よろしくお願いいたします。１１月に入り気温
が低くなってきました。「早寝早起き朝ごはん」を
守り、自分で調整しやすい衣服で登校するなど、体
調管理のご協力もお願いします。 

はりきっています！ 
 運動会では、元気いっぱい力を出して頑張っていま
した。『ツバメ』の練習では、１時間目から生き生きと
した表情で切れの良いダンスを見せていました。楽し
く学ぶことの大切さを、子供たちも担任も実感するこ
とができました。 
 １１月の学習発表会では『あつまれ中東の森』と題
して、足立区生物園や桑袋ビオトープに行って学んだ
生き物について発表します。国語の時間でも、生き物
を紹介する作文を書くことができました。さて、どの
ような生き物が出てきて、どのような発表をするので
しょうか。楽しみにしていてください！ 
 大きな行事を重ねて大きく成長する子供たち。一人
一人がはりきって活躍する姿を期待しています！ 
  

次は学習発表会！ 
 先日の運動会では、少し長くなった 80ｍ走を思い
きり走り抜き、ダンスからの綱引きを力いっぱいがんば
りました。運動会を通して子供たちはまた一回り大きく
成長できたのではないでしょうか。 
今月は、学習発表会があります。総合的な学習の時間

で世界の国旗について調べ、発表する予定です。運動会
とはまた違った活躍が見られるのではないかと楽しみに
しています。また、消防署見学も予定しています。詳細
は後日お知らせいたします。様々な行事を通して、さら
にパワーアップしていく子供たちの笑顔と真剣な表情に
ご期待ください！  
 暖かい日もありますが、段々と寒い日も増えてきまし
た。校舎内外の温度差もあります。体温調整がしやすい
服装で登校するようお願いいたします。 

４年     ５年 ６年   
行事の秋 成長の秋 

３年生と一緒に力を合わせて運動会の団体競
技をやりきり、８０ｍ走では、一人一人の全力
の輝きを見せてくれました。行事を通して、確
実に成長していく４年生。次なるステップは、
１１月１５日（火）の社会科見学（お弁当の準
備をお願いします。）そして１１月２６日（土）
の学習発表会です。社会科見学では、教室の机
の上で学習してきたことを現地まで行き、実際
に見て、聞いて、触れて学びます。中川東小学
校の４年生として、学校を離れて、しっかりし
た態度でたくさん学んできます。学習発表会で
は、総合的な学習の時間で調べてきたことを全
員で分担し、学年としての発表を完成させ、た
くさんの人に伝えたいと思います。実りの秋、
４年生もこれからさらに大きく成長していきま
す。 

Plus Ultra～もっと先へ、さらなる前進～ 
 １１月は、５年生にとって正念場！運動会を終
え、次は学習発表会に連合音楽会！一か月の間にこ
んなにも大きな行事が続くことは、子供たちにとっ
て初めての経験ではないでしょうか。「終わったら
次の行事に向けて！」ではなく、いくつもの準備を
同時に進めなくてはなりません。これはとても大変
なことです。「今、何をすればよいのか。」と優先
順位を考え、判断して動く力が求められます。 
 きっと体力的にも精神的にも疲れてしまうことが
あります。そこは私たち大人の出番です！失敗を未
然に回避してあげることも大切ですが、子供の悩み
に耳を傾け、助言し支援して、ともに乗り越えてい
こうと思っております。その先に成功があり、さら
にその先に大きく成長した５年生の姿が必ずあるは
ずと期待しています。 

大きかった最高学年の背中 

 １０月５日（水）に予定されていた連合運動
会は１５日（土）の校内記録会へ。そして記憶
に新しい運動会。どちらも立派にやり遂げまし
た。二つとも体育的行事ということもあり、１
０月は本当に駆け抜けたという印象でした。常
に体を動かしている。それと同時に心も動いて
いる。そんなひと月だったように思います。 
 担任から見ても運動会での６年生の姿は最高
でした。嬉しくなりました。誇らしいとも感じ
ました。子供たちがハッピに記したひと文字ひ
と文字がソーラン節の振りとともに舞い、唯一
無二の個性が存分に発揮されました。さあ次は、
学習発表会。最高学年として更なる飛躍へ！ 

 

学力向上担当 佐藤 良子 

本校は、第十二中学校、大谷田小学校、長門小学校と連携し、『「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善～各教科ごとに統一された学びのスタイルの確立を目指して～』という研究主題のも

とに研究・研修を推進しています。 

 今年度は９月２１日（水）に本校で研究授業を行いました。全学級が授業公開をし、児童が主体的

に学ぶ姿に、他校の先生方からお褒めの言葉をいただきました。また、教科ごとに『小中連携の視

点』をしっかりと掲げ、低学年から中学年、高学年、中学校へとつながる『身に付けさせるべき資

質・能力』を授業の中で取り上げていきました。今後も９年間の学びをつなげていけるよう、連携校

間で研究・研修に励んでいきます。   

体育主任 高島 憲也 

運動会が１０月２９日（土）に開催されました。子供たちは本番に向けて、感染症対策をしながら

一生懸命練習に取り組んできました。本番ではその成果が見事発揮されていたと感じます。全校児童

が一堂に会して開催できたことも大きな成果の一つです。できることは限られていましたが、その中

でもできることを最大限表現しようと張り切る子供たちの姿が素晴らしかったです。当日は保護者の

方の入場制限、マスク着用、入場券持参など、多くのご協力を頂き誠にありがとうございました。引

き続きご協力をお願いします。 

 
お知らせ 

１１月４日（金）に開催予定の芸術鑑賞教室は、落語家さんをお招きして寄席教室を予定しており、 

全児童対象です。１人あたり￥１２５０を学年の会計から引き落とす予定です。ご承知おきください。 

 


