
 

 

 

 

 

 

「深い学び」と「基礎・基本の定着」 

副校長 国本 順子 

新学期が始まり、１か月が経ちました。朝は、マスク越しの「おはようございます」という元気な

挨拶で１日が始まります。休み時間は、子供たちが楽しそうに遊んでいる様子が見られます。日に日

に暖かくなり、今までは、換気のため、ドアや窓が開いている教室で上着を着ながら寒そうに学習し

ていた子供たちは、寒さのストレスなく過ごしています。 

 ４月２６日に緊急事態宣言が出ましたが、足立区教育委員会の方針に従い、教育活動を継続してい

きます。緊急事態宣言中の学校での活動についての詳細は、学校メール等でお知らせいたします。引

き続き、各ご家庭での健康観察、手洗い・うがいの励行をよろしくお願いいたします。 

 さて、新学習指導要領が全面実施され、2 年目になります。学校では、「主体的・対話的で深い学

び」の視点から計画を立てて授業を行っています。昨年度は、休校や学習活動の制限により、全校朝

会など全学年が集まることができなかったり、急遽計画を変更して授業を行ったりすることもありま

した。そのような状況でしたが、児童集会や 6 年生を送る会を動画配信で行うことができました。ま

た、4 月には Zoom を使った保護者会全体会も行えました。今ある環境を最大限に生かし、新たな教

育活動の方法を検討し、学校が、子供たちにとって驚きや発見、わかった・できたと自分自身で感じ

られるような場となるように取り組んでいきます。 

 一方、「基礎・基本の定着」も大切です。朝の「弘一タイム」や金曜日の「すっきりタイム」では、

ベーシックドリルや診断テストに取り組みます。そして、間違えた問題や苦手な問題を繰り返し練習

し、既習事項の内容の定着を図ります。「すっきりタイム」には、専科の教員も入り、学習でつまず

いている部分の補習を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書ボランティアの方々による図書室前掲示 

 

弘一小では、ボランティアの方々も子供たちの学びのために協力をしてくださっています。朝の「弘 

一タイム」では、弘一タイムボランティアの方々が、火曜日と金曜日に子供たちが解いた問題の丸付

けをしてくださっています。図書ボランティアの方々は、毎月１～４年生へ読み聞かせや図書室前の

掲示を行ってくださっています。  

これからも、保護者の皆様、地域の皆様と一緒に、子供たちの「深い学び」と「基礎・基本の定着」

を支えていきたいと思います。  
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５月行事予定 
  

１日 （月） 全校朝会 家庭訪問⑤水曜時程 

２日 （火） SC 心臓検診(１年他) 離任式 

３日 （水） 憲法記念日 

４日 （木） みどりの日 

５日 （金） こどもの日 

８日 （月） 委員会活動 

９日 （火） SC Pu(丸付けボランティア始) EA 
モーニングスポーツ始 安全指導 
鋸南事前健康相談・内科検診(５年) 
日光自然教室説明会 16:00～ 

１０日 （水） モーニングスクール始 
鋸南自然教室始(５年) 

１２日 （金） SC Pu 鋸南自然教室終(５年) 

１３日 （土） 土曜授業日 親子交流会(１年生) 

１５日 （月） 全校朝会 自転車教室(３年) 
避難訓練(集団下校訓練)５校時 

１６日 （火） Pu EA 

１７日 （水） 交通安全教室(1･2･4･6年) 
「こころの劇場」観劇(６年) 
尿検査二次 午前授業(区小研のため) 

１８日 （木） 音楽朝会 尿検査二次追加 
地域パトロール 

１９日 （金） SC Pu 食育の日 

２２日 （月） 全校朝会 クラブ活動 

２３日 （火） SC Pu バースデイ給食 EA 
日光事前健康相談・内科検診(６年) 

２４日 （水） 日光自然教室始(６年) 

２５日 （木） 給食試食会 

２６日 （金） SC Pu 日光自然教室終(６年) 

２９日 （月） 全校朝会 縦割り班報告会 委員会活動 

３０日 （火） SC EA 

３１日 （水） 短縄集会 耳鼻科検診(全学年) 
体力状況調査(クラス実施) 
４年１組研究授業のため午前授業 

 

EA：英語アドバイザー来校 

Pu：弘一タイム 

SC：スクールカウンセラー来校 
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１年生の教室から 
           １ 年担任 金澤友香 

入学して２週間が経ちました。入学式では、

不安でいっぱいだった表情から、少しずつです

が自信に満ちた表情に変わってきました。朝の

支度、身の回りの準備、教室や廊下・校庭での

過ごし方など、どんどん一人でできるようにな

ってきました。 

４月１６日の土曜授業では、学級をより良く

するために考えた学級目標を 1 人一文字ずつ書

き、カラフルな学級目標ができあがりました。

1 組は「やさしくなかよくげんきにあそぶ・ 

まなぶ きれいなきょうしつ１ねん１くみ」で

す。2 組は「ともだちいっぱい ふわふわこと

ばたくさん じぶんからあいさつする」です。

この目標で 1 年間頑張っていきます！  

＜５月の予定＞ 

３日 （月） 憲法記念日 
４日 （火） みどりの日 
５日 （水） こどもの日 
６日 （木） 水曜時程 PU EA 安全指導日 

尿検査一次追加日 
家庭訪問⑤ 下校 全学年 14:20 

７日 （金） 水曜時程 SC PU 内科(５年)  
離任式(６校時)  
下校 1年 14:05、2～6年 15:10 

１０日 （月） 全校朝会 自転車教室(３年) 
１１日 （火） SC PU 内科(６年) 
１３日 （木） EA 音楽朝会 
１４日 （金） SC PU○(丸付けボランティア始)  

避難訓練(集団下校訓練)５校時  
下校 全学年 14:25 

１７日 （月） 全校朝会 教育実習始(～6/4まで) 
１８日 （火） SC PU○ 短縄強化月間始(～6/12

まで) 
１９日 （水） 水特 PU 食育の日 眼科検診(全) 

尿検査二次 クラブ活動４～６年 
下校 1～4年 13:55、5･6年 14:55 

２０日 （木） 水特 EA 聴力(５年)  
全学年５時間授業(校内研究会のた
め) 下校 全学年 14:00 地域パト
ロール 

２１日 （金） SC PU○ 聴力(３年) 尿検査二次追
加日  
交通安全教室(1･4 年) すっきりタイ
ム始 

２４日 （月） 全校朝会 聴力(２年) 
２５日 （火） SC 児童集会 セーフティ教室(1･2

年) 
２６日 （水） 水特 歯科検診(全) 

クラブ活動４～６年 
下校 1～3年 13:55、4～6年 14:55 

２７日 （木） PU EA・ALT 国学力調査(６年)  
聴力(１年) 

２８日 （金） SC PU○ 
３１日 （月） 全校朝会 読書旬間始(～6/9まで) 

＜６月はじめの予定＞ 

１日 （火） SC 朝読書 水道キャラバン(４年) 
２日 （水） 水特 委員会活動  

下校 1～4年 13:50、5･6年 14:55 
３日 （木） EA 朝読書 縦割り班ロング遊び 
４日 （金） 水特 SC 教育実習終 

全学年５時間授業(特別支援研修会のため) 
下校 全学年 14:00 

EA：英語アドバイザー来校   ALT：外国人講師 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活◎校舎内を静かに歩ける子になろう 

給食◎じょうずに給食の準備をしましょう 

栄養◎朝食の大切さを知ろう 

５
月
の
目
標 

生活◎校舎内を静かに歩ける子になろう 

給食◎じょうずに給食の準備をしましょう 

栄養◎朝食の大切さを知ろう 

生活◎校舎内を静かに歩ける子になろう 

給食◎じょうずに給食の準備をしましょう 

栄養◎朝食の大切さを知ろう 

５月の目標 

目標 校舎内を静かに歩ける子になろう 

給食 じょうずに給食の後片付けをしましょう 

栄養 朝食の大切さを知ろう 

弘一小の研究 

研究推進委員長 佐々木祐輔 

弘一小は，令和２年度より、「足立区教育委員

会指導力向上中核校」に指定されており、国語

科「書くこと」で研究を進めています。「文章を

書く」という行為は、創作活動なので、楽しい

反面、負担感や上手く伝えられない困難感を感

じやすいものです。それゆえに、多くの児童に

とって抵抗感の強いものとなっています。 

この研究を通して、その抵抗感を少しでも取

り除き、児童が書くことを楽しみながら、自分

の考えを明確にして表現できる力を伸ばして

いきます。 

研究の経過については、今後ホームページで

も紹介していきますので、ぜひご覧ください。 

 


