
 

朝 の 光 景 

校長  豊 田 純 子 

  

毎朝校門に立って、子供たちと朝の挨拶を交わす。それは私にとってたまらなく幸せでか

けがえのない時間のように思えます。ただ挨拶をするだけでなく、できる限り名前を呼ん

で、できれば一言添えることを心がけています。子供たちが集団で登校してくるとままなら

ないときもあって慌てますが…。それはそれでまた楽しいひとときとなります。前日に休ん

でいたり怪我をしたりした子には、元気になったかどうかを聞いたり怪我したところを見せ

てもらったり。何気ない会話もまた楽しいものです。子供たちはなんとも素敵な心を見せて

くれます。「校長先生、今日の空はきれいですね。」「あら、ほんとうに‼」や「今日の給食楽

しみ。」「あれ今日の献立何だったかな。」など、会話を楽しんでいます。担任たちはきっと

教室であふれるほどの会話を子供たちとしていることでしょう。でも、担任ではない私に

は、朝のこの時間が子供たちと会話する貴重な時間となっています。 

 

玄関では、専科や特別支援教室の教員たちが校舎に入る前の子供たちから検温表を受け取

り、健康状態を聞くなどここでも会話が生まれています。教室では担任が登校してくる子供

たちを待ち受けています。きっとまた楽しい会話が教室中にあふれることでしょう。 

朝の光景で忘れてならないのは、横断歩道で旗振りをしてくださっている保護者の方々で

す。毎朝の旗振りボランティアはコロナ禍の副産物とでも言うべき PTA 活動となりまし

た。通常の PTA 活動ができない分、保護者の方々が子供たちの安全な登下校のために毎朝

順番に横断歩道に立ってくださっています。そこで交わされるであろう会話も聞いてみたい

ものですね。 

 

何気ない日常…子供たちが元気に登校してくる幸せな光景…、今日も楽しい学校生活を子

供たちと過ごすぞ、毎朝そう思って校長室に戻ってきます。さあ、今日はどんな一日になる

ことでしょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 
令和４年５月６日（金） 

 

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/  

お悔やみ申し上げます 

本校第５代校長 矢沢幸一朗先生が、令和４年４月１８日にご逝去されました。享年 86

歳。病気療養でお声を失くされても、本校の学校行事には顔を出してくださり、精一杯のエ

ールを子供たちにも私たち教職員にも送ってくださいました。どうぞ安らかにお眠りくださ

い。そして、高い空から中川東小学校の子供たちのこと、中川東小学校のこれからのことを

見守ってください。ご冥福を心からお祈りいたします。 

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 

ひらがなの学習 

ねこ、ねっこ 

のばす おん 

みんなに話そう 

本を読もう 

すみれとあり 

「言葉あそび」をしよう 

かたかなで書く言葉 

図書館で本をさがそう 

「生きものクイズ」を作ろう 

「発見ノート」を作ろう 

国語辞典の引き方 

たからものをしょうかいしよう 

聞いてさがそう 

うめぼしのはたらき 

ローマ字 

白い帽子 

ぴったりの言葉、見つけよう  

漢字の広場 

ぞうの重さを量る 

新聞を読もう 

「情報ノート」を作ろう 

漢字の広場 

言葉と事実 

薫風／「迷う」 

随筆を書こう 

雪は新しいエネルギー 

漢字の広場 

社会 

  わたしたちの住んでいる区のようす わたしたちの東京都の様子 日本の地形や気候 

さまざまな土地の暮らし 

わたしたちの願いと政治の働き  

自然災害からの復旧や復興の取組  

経験をむだにしないまちづくり  

算数 

なかよしあつまれ 

いくつかな 

なんばんめ 

いまなんじ 

たし算 

ひき算 

長さ 

たし算とひき算 

まほうじん 

わり算 

わり算の筆算 

折れ線グラフ 

２つの量の変わり方 

小数のかけ算 

対称な図形 

対称なデザイン 

分数のかけ算 

理科 

  かげと太陽 

ぐんぐんのびろ 

１日の気温と天気 

空気と水 

 

種子の発芽と成長 ものの燃え方と空気  

人や動物の体 

生活 

（１～２年） 

 

総合的な学習の時間 

（３～６年） 

わくわくどきどき小学校 どきどきするね２年生 

めざせ野さい作り名人 

まちが大すき たんけんたい 

アドマチック大谷田・佐野 ここがすごいぞ！東京都！ 

 

千葉探検隊 なるほど・ザ・日光  

音楽 

うたでなかよし 

からだをうごかそう 

こいぬのビンゴ 

ことばリズムであそぼう 

 

がくふとドレミ 

キラキラおひさま 

 

歌声ひびかせて 

サウンドオブミュージック 

和音や低音のはたらき 

和音のひびきを感じ取ろう 

演奏のみりょく 

校歌 

ことばリズム 

図画工作 

かきたいものなあに 

ちょきちょきかざり 

ねんどでつくろう 

ふしぎなたまご（絵画） くしゃくしゃにした紙で（紙工作） 

 

絵の具でゆめもよう（絵画） 立ち上がれ！ワイヤーアート（立体） くるくるクランク（工作） 

家庭 

    おいしい楽しい料理の力 

ひと針に心をこめて 

いためて作ろう 

朝食のおかず 

体育 

体ほぐしの運動遊び 

多様な動きを作る運動遊び  

走跳の運動遊び 

体つくりの運動 

走跳の運動遊び

マット遊び 

体つくりの運動 

マット運動 

鉄棒運動 

体つくりの運動 

ネット型ゲーム 

鉄棒運動 

体つくりの運動 

走り幅跳び 

ベースボール型ゲーム 

バスケットボール 

跳び箱運動 

外国語活動 

（３～４年） 

 

外国語 

（５～６年） 

  Unit1 

「Hello!」 

Unit2 

「How are you?」 

Unit1 

「Hello,world！」 

Unit2 

「Let’s play cards.」 

Unit1 

「Hello,friends.」 

Unit2 

「When is your birthday?」 

Unit1 

「This is me.」 

Unit2 

「How is your school life?」 

 

 



各学年からのお知らせ ＜５月＞ 

１年     スマイル！！ ２年  ３年 
いろいろな「はじめて」を経験 

 入学式から１ヵ月がたちました。子供た

ちの成長やがんばりは目をみはるばかりで

す。６年生のお兄さんやお姉さんの手助け、

ご家庭のご協力もあって、給食当番と掃除、

宿題など少しずつ自分たちでできることを

増やしています。 

今後もいろいろな「はじめて」を経験し

て成長していってほしいと思います。５月

からは朝顔の栽培も始まります。毎日の変

化を楽しみながら育てていきます。 

学ぶ楽しさを実感！ 

 2 年生になり、毎週自学ノートを使って

の家庭学習が始まりました。自分の興味の

あること、学習したいことをノートのペー

ジいっぱいに書き表し、学ぶ楽しさを感じ

ているようです。友達とノートを見合い、

興味関心がさらに広がっていました。 

 5 月の生活科では、野菜を育て始めます。

トマト、ナス、キュウリなど、毎日お世話

をしていきます。さて、夏に美味しく実る

でしょうか？とても楽しみにしています。 

まだまだチャレンジ！ 

4 月は社会や理科、外国語活動、総合的

な学習の時間など新しい学習が始まり、３

年生のチャレンジする姿がたくさん見られ

ました。５月のチャレンジは習字の学習で

す。ケースや中身の筆やすずりなどに記名

をして準備をお願いします。 

社会では、足立区の学習をしていきま

す。まずは、自分たちの住んでいる地域を

今までとは違う視点で見ることから始めま

した。昨年度行くことができなかった図書

館にも行く計画を立てています。 

４年   道 ５年 ６年 
タブレットを有効活用！ 

進級して１カ月。子供たちの力があらゆる場面で

輝いています。その中でも特に驚かされるのが“ICT

機器を活用した学習”です。３年生でローマ字を学

習したばかりだというのに、ほとんどの子供たちが

文字を正確に打ち込むことができます。これはもの

凄いことです！この１年間でさらにできることを増

やし、普段の学習に活かしてほしいです。学校から

貸与されている機器はこれからも大切に扱うよう、

指導していきます。ご家庭でもお声掛けください。 

【変更】 図工のクロッキー帳について 

以前配布したお便りで現金徴収をするとご案内しましたが、再度検討し直した結

果、教材費（私費）で徴収することにしました。ご報告いたします。 

おうちで家庭科 

5 年生から始まった家庭科では、自分の身の

回りのこと（衣生活、食生活など）について、実

践的・体験的に学習していくことが大切です。

連休で宿題になっている「自分にできそうな家

庭の仕事（お茶を入れる、卵をゆでる、皿洗い

等）」を、継続したり発展させたりして、学習を

積み重ねてほしいと思います。ご協力をよろし

くお願いいたします。 

★５月１４日（土）10：05～10：50 

鋸南自然教室説明会（オンライン） 

最高のスタート！ 

４月は大忙しの６年生。１年生を迎える会で

は全校が楽しめる学校クイズを披露しました。

日々、１年生のお世話に委員会活動の運営、ク

ラブ活動の企画などなど…様々なことに取り組

んでいます。そして月末には子供たちが楽しみ

にしている日光自然教室もあります。また一回

り成長してくれることを今から楽しみにしてい

ます。わくわくします。活動が少しずつできる

ようになってきた最近。感謝して毎日を送らな

くてはいけないなあと思う今日この頃です。 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学してから、３週間と少し。学校生活に少しずつ慣れてきた１年生が、とても心待ちにしていた『１年生を

迎える会』が、４月２８日（木）に行われました。２～６年生のお兄さん・お姉さんの様々な出し物やプレゼン

ト、何よりも優しく温かな雰囲気に、１年生は終始笑顔で楽しんでいました。 

 いよいよ、１年生も本格的に中川東小学校の仲間入りです。「小学生」として、お兄さん・お姉さんの大きい背

中を追いかけながら、何事にも全力で頑張っていきます。 

新型コロナウイルス感染状況により、残念ではありますが、授業参観は中止をすることにいたします。土曜

授業は行います。4 時間授業、１１時５０分頃下校します。５年生の鋸南自然教室説明会は、Meet を使用し

てのオンライン開催となります。ご承知おきください。 

運営委員会！ 

司会や運営など、

がんばりました。 

2 年生はペンダント、3 年生は王冠、 

4 年生はしおりをプレゼントしました。 

入場は、6 年生と一緒にしました。学校クイズ

は、全校で楽しみました。 

5 年生は会場準備と花のア

ーチを担当しました。 


