
 

 

「青春って、すごく密なので…」 

校長  豊 田 純 子 

 夏休みが明け、学校に子供たちの元気な姿が揃いました。さあ、学校生活のスタートです。

充実した秋を子供たちと過ごしていきたいと思います。 

 さて、タイトルの言葉「青春って、すごく密なので…」です。３年ぶりに入場制限なく開催

された夏の甲子園大会（全国高校野球選手権大会）の優勝校仙台育英高校、須江監督の言葉で

す。この言葉に続く一連のスピーチに心を動かされた方々も多かったのではないでしょうか。

私もまさしくその一人でした。 

 ここに須江監督のスピーチを一部再現します。 

「…入学どころか、多分おそらく中学校の卒業式もちゃんとできなくて。高校生活っていうのは、僕たち大

人が過ごしてきた高校生活とは全く違うんです。青春って、すごく密なので。でも、そういうことは全部ダメ

だ、ダメだと言われて。活動してても、どこかでストップがかかって、どこかでいつも止まってしまうような苦し

い中で。でも、本当にあきらめないでやってくれたこと、でも、それをさせてくれたのは僕たちだけじゃなく

て、全国の高校生のみんなが本当にやってくれて。…」 

このようにスピーチは続き、「全国の高校生に拍手を」と求めたところでは、球場全体に割れ

んばかりの拍手が起こったのでした。テレビの前で同じように拍手した方もいたのではないか

と思います。 

 このスピーチがこんなにも多くの共感を得た理由を考えてみました。それは、このコロナ禍

で思いっきり過ごせなかった３年間を、でもその中で懸命に生きてきた子供たちの姿を、当の

高校生たちも保護者の方々も指導者も、みんながみんな、分かっていたということではないで

しょうか。共有していたと。どうにもならない状況の中での一生懸命さ・ひたむきさをみんな

が知っていたということです。 

 小学校教員である私の立場から言わせてもらえば、「青春って、すごく密」なのではなく、学

校生活そのものが密なのです。発達段階の違いはあれども、小学校の子供たちだって、須江監

督の言っていたような学校生活を強いられてきました。（子供たちを預かる身としては、強いて

きてしまった…。３年前の休校期間中の HP にもそのような自戒の言葉を見つけてしまいまし

た。）でも、小学校の子供たちも実に健気でした。実に…。 

 もう一つの言葉を紹介したいと思います。同じく今年の甲子園大会における開会式の選手宣

誓の言葉。「ここに甲子園があったから。」この言葉も心を打ちました。何もかもが閉塞したよ

うな社会状況の中で、何を目標に、何を目指して頑張ればいいのだろうか。甲子園球児たちに

とっては、それはまぎれもなく「甲子園」だったことでしょう。高校球児たちの思いを横浜・

玉城陽希主将が代弁してくれました。 

 今日より始まった学校生活。子供たちは何を目標に頑張ることでしょうか。何を目指して努

力することでしょう。楽しみです。楽しみでたまりません。私の目標は…。子供たちが「今日

も学校楽しかった‼」と口々に言って帰っていく姿です‼ 

 
令和４年９月１日（木） 
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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 

おおきなかぶ 

けんかした山 

かん字のはじまり 

だれがたべたのでしょう  

たのしかったことをかこう  

話したいな、聞きたいな、夏休みのこと 

わにのおじいさんのたからもの 

はんたいのいみの言葉、にたいみの言葉 

町の「すてき」をつたえます 

この間に何があった？ 

取材して知らせよう 

インタビューしよう 

手紙を書いてつたえよう 

わすれられないおくりもの 

一つの花 

「便利」ということ 

「ショートショート」を書こう 

大造じいさんとがん 

鳥 

AI とのくらし 

川とノリオ 

物語を作ろう 

会話を広げる 

ぼくの世界、君の世界 

社会 

  店ではたらく人びとの仕事 

工場／畑ではたらく 

人びとの仕事 

 

自然災害から命を守る 水産業のさかんな地域 

これからの食料生産 

武士による政治の始まり 

今に伝わる室町の文化と 

人々のくらし 

戦国の世の統一 

算数 

１０よりおおきいかず  

かずをせいりして 

かたちあそび 

水のかさ 

三角形と四角形 

かけ算 

10000より大きい数 

表とぼうグラフ 

円と球 

垂直，平行と四角形 

式と計算 

整数の見方 

分数の大きさとたし算、ひき算  

円の面積 

比例と反比例 

理科 

  実ができるころ 

音をつたえよう 

光を調べよう 

月と星 

すずしくなると 

実や種子のでき方 

雲と天気の変化 

てこのしくみと働き 

月の形と太陽 

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 

なかよくなろうね 小さなともだち 

めざせ生きものはかせ 

まちが大すき たんけんたい 

 

足立区調査隊 

世界の国旗のひみつ 

都道府県の旅 

～Go to travel～ 

お米作りにチャレンジ 

世界の魅力を伝えよう 

夢に向かって 

音楽 

どんなおとがするのかな 

だがっきいろいろ 

ドレミで歌ってからえんそうしよう 

ようすを歌であらわそう 

身体で表現しよう 

シラソの音であそぼう 

世界に伝わるいろいろな歌や

リズムを楽しもう 

日本の民ようをたずねて 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 

カラフルいろみず 

かみざらコロコロ 

ごちそうパーティーはじめよう  

にぎにぎ ねん土 

くしゃくしゃ ぎゅっ 

かき氷 

カラフルフレンド 

コロコロガーレ わくわくプレイランド 一まいの板から 

家庭 

    持続可能な暮らしへ 

物やお金の使い方 

思いを形にして 

生活を豊かに 

体育 

走の運動遊び 

ボール遊び 

走の運動遊び 

ボール遊び 

かけっこ・リレー 

ソフトバレーボール 

 

短距離走・リレー 

リズムダンス 

体を高める運動 

ベースボール型ゲーム 

連合運動会へ向けて  

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit5 

「What do you like?」 

Unit5 

「 Do you have a 

pen?」 

Unit4 

「He can make 

bread well.」 

Unit4 

「Summer Vacations  

in the World.」 

 

 



各学年からのお知らせ ＜９月＞ 

１年      ２年  ３年  
新しい学習、次々スタート！ 

長かった夏休みが終わりました。夏休み
でのたくさんの経験が、子供たち一人一人
を大きく成長させたことでしょう。 

今月からいよいよ、楽しみにしていた漢
字や絵の具の学習が始まります。また、国
語と算数のノートは、成長に合わせた新し
いマス目のものを学校で購入して使い始め
ます。 
６年間の学習の基礎となる新しい課題を

始める子供たち。初めて学習するワクワク
感やできたときの喜びなど、学ぶ楽しさを
日々味わえる９月にしていきたいですね。 

新たな気持ちで 
夏休みを終え、子供たちは心も体も大きく成

長したことと思います。 

９月は前期のまとめの月です。個人面談で

は、漢字が難しくなったことや算数もよく考え

なくてはいけない学習が増えたことなどが話題

に上がりました。毎日の授業で「分かった！」

「楽しい！」「もっとやってみたい！」という

思いを引き出し、じっくりと学習に取り組むこ

とができるよう支援していきます。9月 15日

（木）には生活科見学（桑袋ビオトープ、足立

区生物園）があります。お弁当の用意をお願い

します。持ち物など、後日しおりや学級通信

でお知らせしますのでご確認ください。 

さらにレベルアップを目指して 

 今日は久しぶりに友達と会い、笑顔があふ
れる子供たちの姿が見られました。一人一人、
充実した夏休みを過ごせたことと思います。
前期も残り 1カ月と少し。しっかりと前期を
まとめ、3 年生としてさらにレベルアップで
きるよう、子供たちと一緒にがんばっていき
ます。 
 理科の学習で、ホウセンカの実の様子を観
察します。9 月１２日（月）までの間にホウ
センカを学校まで持ってきてください。ご協
力よろしくお願いいたします。 
 今月は、社会科見学と校外学習があります。
持ち物や日程等は、後日しおりや連絡帳でお
知らせしますのでご確認ください。 

４年    ５年 ６年   
残暑に負けず、行事の秋へ 

まだ残暑が続く中、夏休みを終えて９月のス
タートです。９月からは、日々の学習に加え、
様々な行事が４年生の皆さんを待っています。
机の上ではできない体験的な学びを皆で充実さ
せていきます。９月７日（水）には、社会科の
水の学習のまとめとして「水道キャラバン」
が、９月２８日（水）には、理科の星の学習の
まとめとして「プラネタリウム見学」が行われ
ます。学校から公共交通機関である電車を利用
して、ギャラクシティに行くということも大切
な経験です。図工では彫刻刀を使った学習も始
まります。（９月初旬に申込書を配布します。）
一つ一つにめあてをもって取り組みます。 

長くて、暑い夏を越えて 

長かった夏休みが終わり、９月１日に子供た
ちが元気に学校に登校しました。真っ黒に日焼
けした子、背がぐっと伸びた子、夏休みの思い
出をたくさん話してくれる子、久しぶりの友達
との再会を喜んでいる子、眠たそうな目の子、
元気がありあまっている子…子供たちの明るい
笑顔もパワーも倍増したように感じます。 
 ９月からも、縦割り班活動や委員会活動など、
５・６年生が学校の中心となって活動する場面
が増えていきます。一人一人が個人のめあてを
しっかりともち、友達と協力し合いながら、学
校のサブリーダーとして着実に成長していくこ
とを期待しています！！！ 

さあ、いよいよ‼ 

小学校生活最後の夏休み、「最後にして、最高
の夏を」をテーマに掲げたこの期間を、子供た
ちはどのように過ごしたでしょうか。 
６年生はここからが本番です。連合運動会
を皮切りに、運動会、学習発表会と大きな
行事が続きます。これまでじっくりと蓄え
てきた力を「学校の顔」として発揮する時
です。６年生の良さを、多くの後輩の前で、
多くの保護者の方の前で、多くの地域の方
の前で、たくさんアピールできるチャンス
です。「さすが６年生だね！」とみんなに言
ってもらえるように、子供たちと力を合わ
せて、担任一同頑張ります。 
 

 

 
生活指導主幹 稲増 眞由美 

子供たちの登校に合わせて足立東高校前及びパン屋さん側の見守りのご協力をいただきありがとう

ございます。朝の時間帯は交通量が多く、スピードを上げて走る自動車や自転車が多く見られます。子

供たちも十分注意しなければなりませんが、保護者の方の見守りのお陰で、事故無く過ごすことができ

ています。 

さて、中川土手の道路工事が昨年度から行われていますが、１０月下旬まで更に延長されることにな

り、まだまだ学校側にたくさんの車が流れてくる状況となります。9 月以降も子供たちが安全に登下校

できますよう、旗振り当番でなくても自宅周辺の道路、信号のない道路は、特に大人の目を配っていた

だきたいと思います。 

９月は５年生、１０月は４年生の旗振りさんとなります。当番のお手紙が届きましたら、どうぞ皆様

のご協力をお願い申し上げます。 

 

保健主任 國重 美樹子 

コロナオミクロン株は、まだ、多い状態です。そして、今年はインフルエンザとコロナの両方が流行

する可能性もあるという見方もあります。コロナはもちろん、インフルエンザの免疫力も少なくなって

いる私たち・・・引き続き、「手洗い・マスク・換気」が必要です。また、体調不良の時は、病状悪化

や感染拡大防止のために速やかなお迎えをお願いします。ご協力よろしくお願いします。 


