
 

 

 

 

 

 

子供たちの活躍の場が広がるように                   副校長  国本 順子 

先週から水泳の学習が始まりました。今日までに、全学年が 1～2回の水泳の学習を行うことができました。水泳

の学習は、例年は２学年が一緒に行っていますが、今年度は、新型コロナウィルス感染症対策のために、学年ごとに

行っています。プールにいる間は、私語は一切しない約束になっています。シャワーは４人ずつ間隔をあけて互い違い

に並んで行います。いつもは、元気よく大きな声を出して「バディ」で人数確認をしますが、今年は、黙っての確認で

す。多少の制約の中で始まった水泳学習ですが、子供たちは、いつ

も以上にしっかり話を聞き、大きなプールを少人数で使い、活動す

る時間となっています。 どの学年の子供たちも、１回目の水泳学習

では、水に入り、水の中で動くことを楽しんでいました。回を重ねる

ごとに、自分のめあてに向かって楽しんだり泳いだりすることを目

指してほしいと思います。今年は、子供たちの安全のために、教員

だけでなく、PTA会長・副会長の方々にもプールでの見守りを行っ

ていただいています。多くの大人の目が届く環境で、安全に指導し

てまいります。 

「足立区展 2021」が、6月にシアター1010で開催され

ました。本校からは 2～6年生の代表作品が展示されました。

立体作品は、弘一小のコーナーもありました。３年生の「だん

ボールでへんしん！」では、１本の段ボール（はちまきのような

大きさ）から子供たちのアイデア満載の作品が出来上がって

いました。作品から声は出ませんが、伝えたいことや思いがあ

ふれていました。構成・色使いなど、どの作品も素晴らしかっ

たです。 

 

図書ボランティアの方々が作成してくださった掲

示を紹介します。これからもオリンピック・パラリンピ

ックの精神や選手たちのことについても、学んでい

きたいと思います。 

 

本校では 7月中旬より大規模改修工事を行います。主な改修場所は、家庭科室の床・天井、 2・3階の廊下の

天井と LED電球交換、2階普通教室のドアとパーティション、校庭のトイレ、体育館舞台の照明交換です。夏休み

明けには、新しくなった学校で子供たちを迎えることができる予定です 
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目標 正しい道具の使い方をし、後かたづけのできる子になろう 

給食 「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしましょう 

栄養 暑さにまけない体をつくろう 

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 

＜７月の予定＞ 

１日 （木） PU EA セーフティ教室(低１校時 
中２校時、高３校時) ユニセフ募金 

２日 （金） PU○ ユニセフ募金終 安全指導日 
租税教室(６年) 歯科保健指導(５年) 

５日 （月） 全校朝会 
６日 （火） PU○ SC 縦割りロング遊び 
７日 （水） 朝読書、薬物乱用防止教室(６年) 
８日 （木） 水特 EA 全学年５時間授業(校内研究

会のため) 下校 全学年 14:00 
９日 （金） PU○ SC 

１０日 （土） 土曜授業日(公開予定) クラブ活動  
下校 1～3年 11:10、4～6年 12:10 
第１回算数検定 集合 13:45 

１２日 （月） 全校朝会 避難訓練 個人面談① 
全学年５時間授業 下校 14:40 

１３日 （火） 児童集会 個人面談② 
全学年５時間授業 下校 14:40 

１４日 （水） 水特 交通安全教室(2･6年) 
午前授業(区小研のため)  
下校 全学年 13:00頃 

１５日 （木） PU EA 個人面談③ 
全学年５時間授業 下校 14:40 

１６日 （金） PU○ SC 個人面談④ 
全学年５時間授業 下校 14:40 

１９日 （月） 全校朝会 食育の日 個人面談⑤ 
全学年５時間授業 下校 14:40 
５年鋸南自然教室保護者説明会 16:00～ 

２０日 （火） SC 夏休み前朝会 全学年４時間授業
(給食なし) 下校 12:30頃 

２１日 （水） 夏季休業日始 

＜夏季休業中の予定＞ 
 ※今年度は校舎内工事のため、自主学習教室や図書館の

開放は実施いたしません。 
・サマースクール…７／２１(水)～７／３０(金) 
 ※土日をのぞく６日間実施します。 

該当児童には後ほど詳細をお伝えしますので、 
各学年からのお知らせをご確認ください。 

・夏休み学習教室…３～６年生(担任から連絡のあった児童) 
８／２３(月)～８／２７(金)午前中 

＜９月はじめの予定＞ 
１日 （水） 夏休み明け朝会 午前授業(給食なし) 
２日 （木） PU EA 計測(5･6年) 
３日 （金） PU○ SC 計測(３・４年) 
６日 （月） 全校朝会 計測(１・２年)  

鋸南事前健康相談(５年) 委員会活動 
下校 1～4年生 14:35、5･6年 15:30 
夏休み作品展始 

７日 （火） PU○ SC ４年下水道出前授業 
５年鋸南自然教室始 

８日 （水） 音楽朝会 ５年鋸南自然教室終 
９日 （木） PU EA 安全指導日 

１０日 （金） PU○ SC 歯みがき指導(１年) 
１１日 （土） 土曜授業日(公開未定) クラブ活動 

親子交流会(１年) 水泳指導終 
夏休み作品展終 

 

 

 

 

 

子供の歌声や音が音楽室に再び！ 

音楽専科 戸村 恵梨奈 

音楽の授業では、昨年に引き続き、活動を制限しながら授業

を行っています。打楽器を使った活動や鑑賞、リコーダーと鍵

盤ハーモニカの指のみの練習を主にしています。 

３年生は、４月中旬に初めて自分のリコーダーを手にして、

「早く吹きたい！」「どのような音がするのかな？」と興味

津々でしたが、５月の緊急事態宣言によって、授業では一度も

吹くことができないまま６月を迎えてしまいました。私もで

すが、子供たちもとても悔しい気持ちでいっぱいでした。しか

し、現在、緊急事態宣言が明けたことで、しばらくはリコーダ

ーや鍵盤ハーモニカを実際に吹くことが可能になります。早

速、４年生は授業でリコーダーの学習を行い、「なつかしい！」

「ずっと指練習をしておいたから間違えずに演奏できた！」

と楽しそうに活動をしていました。私自身も久しぶりに子供

のリコーダーの音を聴いて、懐かしさと音楽室に生音が戻っ

てきたことに嬉しくて涙が出そうでした。 

また２年前のように、楽しく歌い、気兼ねなく合奏ができる

日が来ることを信じて、今できる活動を最大限に生かしなが

ら指導していこうと思います。 

 

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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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 

本を読んで豊かな心情を育てる取り組みについて         

図書教育担当 武井 恵美 

児童の読書意欲を高める取り組みとして、５月３１日から

６月９日まで前期読書旬間を行いました。図書委員会では、

読書旬間中に多くの本を読み、読書に慣れ親しめるように、

読書旬間の前にポスターを作り、校内に掲示しました。また、

読書旬間用の読書カードを作り、家庭での読書を勧めまし

た。ご家庭でのご協力をいただき、ありがとうございました。

後期も読書旬間がありますので、引き続き読書への協力をよ

ろしくお願いします。 

読書旬間後は、本を読む楽しさに気付き、進んで本を読む

児童が増えています。図書委員会のおすすめの本も効果的

で、子供たちから「絵本だけど、読むと笑っちゃうな。」「違

う学年の本も読んでみたいな。」という声も聞きます。 

読書は、語彙力や想像力など様々な力を伸ばすことができ

ます。子供たちが読書をすることが好きになり、力を伸ばせ

るように図書室の充実や読書へのきっかけを作っていきま

す。 

 


