
 

 

 

 

 

 

  気 持 ち よ い 毎 日 を 過 ご す                                 校 長  佐  々木 浩 志 

分散登校から始まった新学期でした。子供たちは新しい生活様式の中で、もてる力を発揮しながらひとつひとつできること

を増やしてきました。ご家庭のご理解とご協力のもと、ともに歩んでこられたことに感謝申し上げます。 

感染防止のために気を付けなければならない毎日の暮らしの中で、子供たちが子供同士や大人との関係で不安や不満を

感じている状態を把握するひとつの方法としてアンケートを行っています。前期中には「いじめに関するアンケート（区教

委）」、「心と体の健康観察（保健部）」、「言葉遣いアンケート（生活指導部）」を行いました。子供の心、内面を詳細に理解す

るように努めました。ご家庭にもご協力いただいた「いじめに関するアンケート」では、いじめと感じた事柄の詳細を聞き取り、

解決に向けた働きかけに役立てました。 

「言葉遣い」については、毎年度末に回答いただいている学校評価で、他の項目に比べ「努力が必要」と評価を受けている

事柄です。改善を目指して９月から毎月、子供たちに「言葉遣いについて」振り返りを行っていきます。正しい言葉遣いの意識

を日常生活で実践できるように働きかけていきます。正しい言葉遣いで気持ちのよい生活を目指します。ご家庭でも話題にし

ていただき、正しい言葉遣いの実践を通して、相手を尊重する気持ちを育んでいきたいと思います。 

「言葉遣いアンケート結果（9月） 

①相手や場面に合わせて、適切な言葉を遣うことは大事だと思いますか。 

 

②年上の人（先生など）に、丁寧な言葉で話しますか。 

③友達に対して、丁寧な言葉遣いができていると思いますか。 

④ここ一か月の間に、乱暴な言葉遣いで、友達を傷つけたことはありますか。 

⑤ここ一か月の間に、乱暴な言葉遣いで、友達から傷つけられたことはありますか。 

＝＝今後の行事等について＝＝ 

実施 
校外学習【社会科見学（5,6年生）】 一日自然体験教室【５年生（1月26日），6年生（12月10日）】 

中学校体験【6年生（授業・部活動）】 図書ボランティア読み聞かせ（各教室にて） 投げ方教室（3,4,5年生） 

変更 
前期終業式・後期始業式（校庭） 体育発表会（児童） 音楽発表会（参観範囲は未定） セーフティ教室（児童） 陸上記録会（校

内） 就学時健康診断（5年生の補助なし） 落語教室（児童） 集会活動（放送） 修了式（校庭） 卒業式（方法は未定） 

中止 

離任式【子供たちのメッセージを離任者にお届けしました】 校外学習【遠足（1,2年生）、社会科見学（3,4年生）】 園児との交

流会 スポーツ大会（水泳・陸上・ミニバスケットボール） オーケストラ鑑賞教室 連合音楽会（５年生） 学校公開 給食試食会 

音楽鑑賞教室 連合運動会 ジョイントコンサート 環境かるた大会 合唱合奏研究演奏会 連合展覧会（図工・家庭科） 

未定 
土曜授業公開 道徳授業公開 マラソン大会（12月） 子ども祭り（1月） 長縄記録会（2月） 

卒業を祝う会 謝恩会 サッカー大会 女子サッカー大会 百人一首大会 

＝＝台風等の災害時の対応について＝＝ 
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http://www.adachi.ed.jp/adkoit 

令和２年１０月１日発行    

学 校 通 信  Ｎ ｏ ．７ 

足立区立弘道第一小学校 

校 長 佐 々 木 浩 志 

電話（３８８９）４４３７ 

足立区弘道１－２０－８ 

・足立区が設定している基準では、午前6時時点で東京23区東部（足立区）に特別警報（大雨、暴風、大雪、暴風雪等）、 

暴風警報が発令されている場合に限り全校休校となります。 

・区の基準による休校にならないときでも、交通機関が計画運休等の場合は出勤できる教職員の状況によって、休校や登校時

間を遅らせる場合があります。給食についても食材や調理員の状況によって献立や下校時刻を変更することもあります。 

・下校時刻を変更する場合は、状況により地域ごとの集団下校や保護者への引き渡しを行います。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書活動の充実を！ 

 

                         学校図書館担当 佐藤 愛 

 

今年度から小学校学習指導要領が改定となり、「読書は、

国語科で育成を目指す資質・能力をより高める重要な活動

の一つである。」と明記され、読書活動の充実がより求めら

れています。 

弘道第一小学校では、読書活動をより豊かにするために、

年２回の読書旬間、図書ボランティアさんによる読み語り（１

年生から４年生を対象）などを設定しています。今年度は、９

月末から読み語りを再開することになりました。今までは図

書室で行っていましたが、ソーシャルディスタンスを保つた

め、教室で行います。１０月２４日（土）からは後期読書旬間

が始まります。後期読書旬間では、図書委員会の子供たちが

担当の学級に読み語りをしに行く企画を考えています。その

他にも、図書支援員さんや図書ボランティアさんのご協力の

もと、おすすめの本の紹介や、図書室の廊下掲示の工夫な

ど、子供たちにさまざまなジャンルの本を手にしてもらう工夫

をしています。１冊の本との出合いが人生を左右することも

あります。本を通じて世界中に旅をすることもできます。秋の

夜長にご家庭でも読書をしてみませんか。 

 

 

外国語活動・外国語について 

 

外国語活動担当   土信田 忠勝 

 

 ３学年・４学年の外国語活動は週に１時間、５学年・６学年の

外国語は週に２時間イングリッシュルームで行っています。 

 ３学年・４学年の外国語活動は、外国語を通じて、言語や文

化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声等に慣れ

親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養うことを

目標としています。 

５学年・６学年の外国語は、外国語を通じて、言語や文化に

ついて体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度の育成を図り、身近で簡単なことについて

外国語の基本的な表現に関わって聞くこと 

や話すことなどの、コミュニケーション能力 

の基礎を養うことを目標としています。 

＜１０月の予定＞ 

＜１０月の予定＞ 

１日 （木） PU 登校日(都民の日・足立区民の日) 
２日 （金） PU○ SC 
３日 （土） 土曜授業日(公開なし) 

クラブ活動(4～6年は４時間授業) 
５日 （月） EA 全校朝会 体育発表会特別時間割始 

保護者会 
(1･2年2:40～、3～6年3:50～) 

６日 （火） PU○ 安全指導日 
７日 （水） SC 体育発表会係活動(5･6年は６校時まで) 

下校:1～4年2:20頃、5･6年3:10頃 
８日 （木） PU EA 学校説明会(10:00～) 
９日 （金） SC 前期終業式 

(1～3年５校時、4～6年６校時まで)  
１２日 （月） 後期始業式  

体育発表会係活動(放課後)5･6年生 
１３日 （火） PU○ 
１４日 （水） 水特 SC  避難訓練9:00～ 

午前授業(区小研のため) 
下校:全学年１時頃 

１５日 （木） PU EA 脊柱側弯検診(５年生他) 
地域パトロール 

１６日 （金） SC 体育発表会前日準備 
(1～4年生は午前授業) 
下校:1～4年1:20頃、5･6年2:15頃 

１７日 （土） 土曜授業日(公開なし) 
体育発表会 下校:全学年12:10頃 

１９日 （月） EA 全校朝会 食育の日  
体育発表会予備日① 

２０日 （火） PU○ 体育発表会予備日② 
２１日 （水） SC 児童集会 セーフティ教室(1～6年) 
２２日 （木） PU EA 「SOSの出し方教育」(5･6年) 
２３日 （金） PU○ SC 校内陸上記録会(5･6年) 

(1～4年生は午前授業) 
下校:1～4年1:20頃、5･6年3:30頃 

２４日 （土） 読書旬間(～11/２(月)まで) コアラくらぶ 
２６日 （月） 全校朝会 
２７日 （火） MIZUNO投げ方教室(2～4年) 

環境学習出前講座(4年) 
コシヒカリ給食 校内陸上記録会予備日 

２８日 （水） SC 音楽発表会特別時間割始 
２９日 （木） EA 土曜時程 就学時健診(全学年４時間授

業) 下校:全学年１時頃 
３０日 （金） SC 午前授業(５年１組研究授業のため) 

下校:全学年1:20頃(５年１組は2:20頃) 

＜１１月の予定＞ 

２日 （月） 全校朝会 EA 読書旬間終 
３日 （火） 文化の日 
４日 （水） 水特 委員会活動(5～6年は６時間授業)  

下校:1～4年２時頃、5･6年３時頃 
５日 （木） PU EA  
６日 （金） PU○ SC 安全指導日  

縦割り班ロング遊び 

 

 

EA：英語アドバイザー来校 

PU○：弘一タイム(丸つけあり)  

PU：弘一タイム(丸つけなし) 

SC：スクールカウンセラー来校 

水特：水曜特別時程 

 

目標 学校のきまりをしっかり守ろう 

給食 残さず何でも食べよう 

栄養 食事と運動について考えよう  


