
 

子 供 の 声  

校長  豊 田 純 子 

  

校内を回っていると、様々な子供たちの声が聞こえてきます。実に様々です。にぎやかな教室、静かな教

室…、教室は、様々な姿を見せます。そのときの学習形態によって、そのときの子供たちの状態によっても

…。  

 

私たち教員は、子供たちが活発に意見を交わし合う授業を目指しています。でも、積極的に手を挙げてい

る子だけを指名して授業が進むと…、きっとじっくり考えていたり、まだ自分の考えをもてなかったりして

いる子が置き去りになってしまう危険性があります。声なき声、黙っている子の考えもどのように拾い上げ

つなげていくのか、ここに教師の腕の見せどころがあるわけです。 

子供たちは、どのようなときも必ず心を動かしているはずです。私はそう思っています。子供たちが自分

の考えを言わなくとも進んでしまう授業は、授業者として展開したくないものです。子供たちを一人残らず

学ぶ当事者にしたいのです。中川東小学校では、そのような授業を目指して、教員たちが日々研鑚に励んで

います。 

 ２年生の道徳の授業でした。ある男の子がつぶやきました。満を持したようにつぶやいたのです。「それ

って優しいのとはちがうのではないかな。」と。担任がすかさず聞き返しました。「〇〇さんはどうしてそう

思ったの。」さあ、ここから授業は急展開していきます。おもしろい授業になりました。 

 

 子供の声と言えば、学校行事の中でも子供たちはたくさんの声を発しています。先週６年生が日光自然教

室に行ってきました。ここ２年間は例年通りの宿泊行事を行うことができませんでしたから、それは全く幸

せな宿泊行事となりました。子供たちは初めて出会う自然・文化にふれ、その一つ一つに実に素直な感嘆の

声を上げます。「なんてきれいなんだろう。」「こんなの初めて見た。」「キャンプファイヤー最高‼」「一番楽

しかったのは部屋での時間。」日光での三日間はゲームもテレビもありません。家族と離れ友達との時間が

流れます。この子供たちの声は、彼らにとって学校行事がいかに大切であるかを教えてくれるもののように

思いました。 

帰校した６年生の顔は一回りたくましく見えました。帰途バス車中では、こんな声も聞かれました。「あ

あ、日光に戻りたいなあ。」でも、この声は真実ではあっても半分に聞いておくことにしました。だって、

お迎えの保護者の方々の顔を見たら、パッと表情が和らいだのですから。各ご家庭では、子供たちのたくさ

んの声を受け止めてくださったことでしょう。 
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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 

すずめのくらし 

しゃしゅしょ 

しらせたいことをかこう 

は、を、へ 

「生きものクイズ」を作ろう 

なかまの言葉と漢字 

すみれとあり 

うれしくなる言葉 

きつねのおきゃくさま 

めだか 

俳句に親しむ 

本で調べよう 

書写 

リーフレットで知らせよう 

短歌の世界 

書写 

言葉と真実 

話し言葉と書き言葉 

「町じまん」をすいせんしよう 

ポスターを作ろう 

主語と述語の対応を見る 

地域の防災について話し合おう 

パンフレットで知らせよう 

雨 

社会 

  わたしたちのすんでいる区のようす 都道府県を調べよう 

ごみのしまつと活用 

さまざまな土地のくらし 

食生活を支える食糧生産の産地 

米作りのさかんな地域 

大昔のくらしと国の統一 

天皇を中心とした政治 

算数 

いくつといくつ 

ぜんぶでいくつ 

長さ 

１００より大きい数 

たし算とひき算の図 

わり算 

長さ 

表とぼうグラフ 

折れ線グラフ 

角 

２けたの数の 

わり算 

小数のわり算 

整数の見方 

分数のかけ算 

分数のわり算 

理科 

  チョウを育てよう 

ぐんぐんのびろ 

花がさいた 

空気と水 

電気のはたらき 

種子の発芽と成長 

魚のたんじょう 

植物の養分と水 

生物のくらしと環境 

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 わたしのはな まちが大すきたんけんたい 

めざせ生きものはかせ 

足立区調査隊 ここがすごいぞ！東京都！ 米作り体験 なるほど・ザ・日光！ 

音楽 

からだをうごかそう 

リズムであそぼう 

リズムであそぼう 

はくにのって歌おう 

ドレミで歌おう 

こんにちはリコーダー 

しきをしてみよう 

ひょうしのちがいを感じ取ろう 

オーケストラの 

ひびきを楽しもう 

思いを生かした表現

の魅力を感じ取ろう 

図画工作 

ちょきちょきかざり 

すなやつちとなかよし 

わっかでへんしん 

はさみのアート 

わたしの６月の絵 

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 くるくるクランク 

家庭 

    ひと針に心をこめて 朝食から健康な１日の生活を 

夏をすずしくさわやかに  

体育 

体力テストに向けて 

走の運動遊び 

多様な動きを作る運動遊び 

体力テストに向けて 

マット遊び 

走の運動遊び 

跳の運動遊び 

 

体力テストに向けて 

鉄棒運動 

幅跳び 

マット運動 

体力テストに向けて 

ネット型ゲーム 

体の成長とわたし 

体力テストに向けて 

走り幅跳び 

走り高跳び 

心の健康 

体力テストに向けて 

病気の予防 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit3 

How many? 

Unit4 

I like blue. 

Unit3 

I like Mondays. 

Unit4 

What time is it? 

Unit2 

When is your Birthday? 

Unit3 

What do you want to study? 

Unit2 

How is your school life? 

Unit3 

Let’s go to Italy. 

 

 



各学年からのお知らせ ＜６月＞ 

１年     スマイル！！ ２年  ３年 
 あさがおのようにぐんぐん成長！ 
５月11日に6年生と一緒に植えたあさ

がおに毎日一生懸命に水をあげたり、「早く

大きくなってね。」と声をかけたり、お世話

をしている 1 年生。そんな 1 年生の想い

を受けて、種まきから 3 週間であさがおは

ぐんぐんと成長しています。毎日のお世話

の中で、色や大きさ、形など様々な違いや

成長を発見して報告してくれる 1 年生。入

学して 2 カ月。朝の支度はもちろん、給食

当番や掃除当番にも慣れてきて、自分から

進んで動く姿がたくさん見られるようにな

ってきました。これからさらに心も体も成

長していく 1 年生の姿が楽しみです。 

たくさん体を動かします！ 
５月の元気アップタイムでは、校庭に出

てボールを投げたり、ハードルを跳び越え
たりと、たくさん体を動かしました。「的
にボールをあてることができたよ。」「ひっ
かからずに跳べたよ。」とできたことに喜
びを感じることができました。 
６月７日(火)には体力テストがありま

す。反復横跳びや上体起こしなどの種目を
通して、自分の今の体力を知り、今後の体
力向上に向けてのステップにしていきたい
と思います。ご家庭でもぜひ温かい励まし
の言葉をかけていただければと思います。
よろしくお願いいたします。 

待ってました！自転車教室 
５月は佐野図書館に校外学習に行くこと

ができました。そして、社会で学習したこ

とを新聞にまとめました。初めての新聞作

りは少し大変そうでしたが、一生懸命取り

組みました。理科では予想してから観察し、

結果や考察をまとめています。ホウセンカ

のお世話が始まり、毎日水やりを忘れない

よう頑張って、きれいな花を咲かせられる

ようにしたいです。 

６月１４日には子供たちが楽しみにして

いる自転車教室があります。テストに合格

し交通安全を守れると、一人で自転車に乗

って出かけられるようになります。 

 

４年   道 ５年 ６年   
クラブが始まりました 

５月２７日（金）に第１回クラブが行わ

れました。４年生にとって、５・６年生と

一緒に活動する貴重な体験です。初めての

クラブで緊張していた様子もありました

が、リードしてくれる高学年の姿から、メ

ンバーのことを大切にし、活動していくこ

との大切さを感じ取れたと思います。自分

の興味のあることを選んで、異学年の友達

と一緒に、進んでチャレンジすることは、

自分の成長につながります。次のクラブで

も、５・６年生と協力して、思いっきりク

ラブの活動を楽しんでほしいと思います。 

鋸南自然教室に向けて 
 ６月２２日（水）～６月２４日（金）、２泊３日の鋸

南自然教室に出掛けます。子供たちにとっては、初めて

の宿泊学習となります。子供たちには、自然環境や水産

業に関する学習をするだけでなく、集団で行動する際に

気を付けること、友達と体験的に活動することの大切さ

なども学んでほしいと思います。また、２泊３日を共に

過ごし、５年生としての団結力や絆をさらに深めてくれ

ることも期待しています。 

 鋸南自然教室を終えて、子供たちが高学年としてどれ

だけ成長した姿を見せてくれるのか…とても楽しみで

す。保護者のみなさま、お子さんの準備や必要書類の提

出等、どうぞよろしくお願いいたします。 

思い出に残った日光自然教室 
子供たちが心待ちにしていた日光自然教室が

無事に終了いたしました。通常通りの今年度は

２泊３日でした。鋸南自然教室より１日長いこ

とで、様々なドラマが見られました。また、友

達との絆も一層深まりました。宿泊の醍醐味、

キャンプファイヤーでは『自立の火』『勇気の火』

『協力の火』の３つの炎が火の神から授けられ

ました。まだまだ６月ですが、確実に卒業まで

一歩一歩、歩を進めている子供たち。この３つ

の火に象徴される、自立、勇気、協力が４３名

全員の心に宿り、立派に巣立っていくことを願

っています。 

                              
体育的行事委員会委員長 高島 憲也 

 ５月９日から２週間、子供たちの体力

向上と、運動に親しむ資質を育むことを

目的に、『元気アップタイム』を行いまし

た。この２週間の中休みは、様々な運動

感覚を養う運動遊びを、クラス全員で楽

しみます。中には「はごいた」などの昔

遊びもあり、日本に伝わる伝統遊びを心

から楽しむ子供たちの姿を見ることがで

きました。現在の日本では、子供の体力

低下が大きな課題の一つになっていま

す。これは、幼少期の運動遊びの経験が

減少してきていることが要因の一つとし

て挙げられています。これからも、こう

いった体育的活動を通して、子供の体力

向上を目指していこうと思います。 

＜体育着等の着替えについて＞ 

 本校は、体育着等の着替えの際に、１年生から３年生までは仕切りカーテンで教室を区切り

着替えています。４年生から６年生までは、更衣室を使用して別室で着替えています。 

＜水筒の中身について＞ 

６月になり、熱中症も心配される時期となりました。水筒の中身については、水やお茶を推

奨していますが、塩分補給のためスポーツドリンクを入れることも可とします。ご家庭で判断

の上、水筒を持たせてください。 


