
 

 

 

 

子供たちと共に 
 

校長 藤田 曉美 

 
5 月のある日、自宅のプランターから５㎜くらいの芽が２

つ３つ出てきました。嬉しくてすぐに家族に知らせに行きま
した。「種を蒔いたのですから、芽が出るのは当たり前だろう」
とお思いになるかもしれませんが、実は種を植えるにあたっ
ては、次のような経緯（いきさつ）があったのです。 

 
ゴールデンウイーク中、片付けていた靴箱の奥から、小さ

な箱を見付けました。開けると、中には真っ黒で丸い種が何
十粒も。かわいらしいハートの柄もついています。「風船蔓」
の種です。１０数年前、当時娘が通っていた学童クラブから
いただいたものです。植えよう植えようと思いつつ、そのま
まになっていました。発芽は無理かなと思いつつ、植えてみ
ることにしました。１０日程経ちましたが変化なし。やはり、
難しいかなとあきらめていた頃の発芽だったのです。 

１０年といえば、子供の成長に例えると、生まれてから小学４、５年生です。種の
寿命というものがどのくらいのものなのかは知りませんが、光や水もないまま、内に
エネルギーを蓄え１０年も生きていたのだということに甚く感動し、あんな小さな種
にも、生きよう、成長しようというエネルギーがあるのだということを思い知りまし
た。今は、ギザギザの葉が蝶の羽のように広がっています。この先、白色の小さな花
を咲かせ、さらに成長すると、緑色をして紙風船のようにぷっくりと空気でふくらん
だ丸い袋状の果実をつけます。「風船蔓」の「風船」はここからきているのでしょう。 

 
さて、都内でも新型コロナウイルス感染者数が徐々に減り、２５日には緊急事態宣

言が解除されました。社会全体がもとの生活へと少しずつ進んでいます。暗闇の中に
差し込む光のようです。何事においても、見通しがもてると安心します。また、この
光は、皆が協力して感染拡大防止に向けて取り組んできたことの証だと思うと、日本
の国全体の団結力を感じます。嬉しいことです。しかし、再開後は、以前とは違った
新たな行動（密閉・密集・密接をしない）が継続的に求められていきます。子供たち
にも具体的な行動（マスクをする・人との距離をとる・手洗いうがいをするなど）を
理解させながら、健康で元気に学校生活が送れるようにしていきたいと考えています。 
そして、今、一番心配していることは、子供たちの心と体です。２月２８日の登校

を最後に、感染拡大防止のためとはいえ、臨時休校がおよそ３ヶ月間続きました。先
日の２５日の登校日には、全校児童４３６人中３９２人の子供たちが登校しました。
久しぶりに登校に少し恥ずかしそうにしていた子もいましたが、声をかければそれに
応えてくれていました。しかし、学校が再開しても、体力がついていかなかったり、
学校生活への不安があったりするなどで、登校を躊躇することも考えられます。お子
様のことで、ご心配なことがありましたら、遠慮されずに学校にご相談していただき
ますようお願いいたします。 

 
最後になりましたが、保護者の皆様には、臨時休校中、学習課題の配布や書類の受

け取りなどにおいて、ご協力をいただきまして、本当に有難うございました。大きな
混乱なく実施できましたのは、保護者の皆様のお陰と感謝申し上げます。また、地域
の皆様にも、感染拡大が憂慮される中、様々な場所で子供たちを見守り続けていただ
き、有難うござました。子供たち一人一人は、それぞれ生きるエネルギーをもってい
ます。新しい行動様式が求められる学校生活とはなりますが、そのエネルギーを最大
限に出せるよう、教職員一同、しっかりサポートしていきたいと思っています。 
風船蔓の花言葉は「一緒に飛びたい」です。木々や花が芽吹いていくこれからの季

節、私達も子供たちと一緒に新たな学校生活へと飛び立ちます。 
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【教育委員会が決定する行事について】 
・前期学校公開は中止です。・土曜授業の実施回数は、現在検討中です。 
・体力調査・国、都の学力調査は中止です。区学力調査は学校が正常化した時点で各校実施する予定です。 
・日光自然教室、鋸南自然教室は延期です。学校再開後、教育委員会から修正案が出る予定です。 
・夏季休業中のサマースクール、足立区学習教室は中止です。 
・夏季休業期間は、８月８日（土）から８月２３日（日）の予定ですが、今後変更になる可能性もあります。 
・健康診断は延期です。 
・避難訓練（法令上位置付けられている行事）等は、児童が密集することは避けて実施する予定です。 
【教育委員会と学校が連携して行う行事について】 
・連合運動会、各種スポーツ大会、連合音楽会は中止の方向で検討中です。 
・連合展覧会、合唱合奏研究演奏会などは未定です。 
【学校主催の行事について】 
・運動会、学芸会、持久走大会などは、実施・内容も含めて検討中です。 
・保護者会、個人面談、道徳授業地区公開講座、生活科見学、社会科見学は当面延期ですが、教育委員会の基本
的な考えや基準（児童が密集する行事、校外に出る行事、外部者や保護者が来校する行事は当面延期）に照ら
し、行事自体の安全性を最優先して実施可能か検討します。 

【その他の行事について】 
・開かれた学校づくり協議会との連携行事においては、今後協議会の方と協議して実施の有無を確認します 
・PTA関係（PTA会長さんと確認の上）･･･PTA会費 

【学校としての当面の措置】 
・３密を防ぐために学級を３分割して登校日を決め、登校班は実施せず、個々で登校となります。１年生は、 
  できる限り保護者の方が門まで付き添っていただきますようお願いいたします。また、他の学年においても、
保護者の方が可能な範囲で見守りをしていただきますようお願いいたします。 

・全校朝会、集会など児童が一堂に会することは当面延期します 
・各教科の当面の感染症対策 

体育：体が触れ合うような活動は、行いません。水泳の指導は夏季休業中も含めて中止します。 
音楽：合唱や管楽器演奏を伴う活動は行いません。 
家庭科：調理実習等は行いません。※他の教科においても適切な感染予防策を講じた上で授業を行います。 

・６／４～１９の昼食は公費による簡易昼食とし、教員が配膳を行います。アレルギーをもったお子さんについ
ては、「安全」最優先のため、簡易昼食期間中はお弁当持参となります。詳細は、『学校再開後の「簡易昼食」
の提供について』(HP掲載済み)をご覧ください。 

・授業は基本５時間授業・６時間授業です。また、今年度より放課後に「自力解決タイム」（別紙の週時程参照）
を設けています。児童のつまずきを解決するために担任が児童を支援するための時間です。授業の時間だけで
は理解できなかった場合などに、教員が支援します。担任よりご家庭に連絡させていただきますが、お子さん
の学習状況などでご心配な保護者の方は事前に担任にご相談ください。通常、５時間授業では１４：１０頃下
校、６時間授業では１５：００頃下校となっておりますが、「自力解決タイム」に参加した児童は５時間授業の
場合は１５時１０分頃、６時間授業の児童は１６：００頃の下校となります。児童の安全を考え、下校時間を
統一しておりますのでご理解ください。なお、暫くは児童の体力の状況も考え、「自力解決タイム」は、対象学
年を２年生以上とし、開始も６月９日以降、時間も３０分間とします。そのため、５時間授業後は自力解決に
参加する児童は１４：４０頃の下校、６時間授業後に参加する児童は１５：３０頃の下校となります。ご了承
ください。 

・登校日の学習と自宅での学習が途切れることのないように、学校登校日以外の日（２日間）に、家庭で学習す
る内容について記載した時間割を児童に渡します。ご家庭でも、できる限りお声かけください。 

・下校は、昇降口まで担任が付き添い、下校させます。なお、１年生については、担任や専科の教員が１９日
(金)まで下校のコース別に付き添い、２２日(月)から、子供たちだけの下校になりますので、通学路の確認をな
どご家庭でも十分ご確認ください。 

【保護者の方にお願いしたいこと】 
・お子様の健康状態（体温・咳など）を把握し、健康観察表に毎日記入し、学校に提出してください。 
・マスクを着用して登校させてください。万が一のために、予備のマスクもランドセルに入れてください。 
・水分補給のため、水筒（お茶・お水）を持参しても構いません。衛生面に気を付けて持参させてください。 
・お子様の体調がすぐれない場合は、無理をせず、登校を控えてください。 
・欠席する場合は、保護者が連絡帳を学校に届けてください。ただし、ご家族の方の体調が悪いなど、ご家庭の
状況に応じてお電話での連絡でも構いません。 

・遅刻する場合は、遅刻する旨を学校に連絡した上で、保護者の方がお子さんに付き添い担任に直接会ってお子
さんを預けてください。正門は８：３０に閉まります。早退する場合も同じです。保護者の方がお迎えに来て
ください。 

・ケガや病気などで、保護者の方にご連絡することがあります。連絡が通じる電話番号をお知らせください。勤
務されている方は勤務先の電話番号も必ずお知らせください。保護者の方との確認がされないと、治療ができ
なかったり処置が遅れたりすることがあります。宜しくお願いします。   

本校では、児童の健康と安全を守ることを第一に、「新型コロナウイルス感染防止と学習の保障」を
重視した教育活動を行って参ります。また、再開にあたっては、文科省から示された『学校における新
型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル－「学校の新しい生活様式」－』を参考にしてお
ります。教職員一同、感染および拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、子供たちの学びを保障して参
ります。ご理解、ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

 



 

【６月の分散登校について】 

＜６月１日（月）～１９日（金）の３週間＞※２２日以降については、改めてお知らせいたします。 

Ａグループ：６月１日、４日、 ９日、１２日、１７日 

Ｂグループ：６月２日、５日、１０日、１５日、１８日 

Ｃグループ：６月３日、８日、１１日、１６日、１９日 

※１，２，３日は、全学年４時間授業（給食なし） 

４日以降については、１，２年生：５時間授業（簡易昼食あり） 

３～６年生：６時間授業（簡易昼食あり） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5年 

書類、課題のご提出あ

りがとうございました。

また、各ご家庭への電話

連絡では、お子さんの元

気な声を聞くことがで

き、安心しました。頑張

っていることや自分の課

題なども話すことができ

ました。６月からの学校

生活では子供たちと早く

信頼関係が築けるように

指導していきたいと思い

ます。 

【５年担任より】 

 

 

6年 

臨時休校中は多大な

るご協力ありがとうご

ざいました。様々な制

約はありますが、子供

たちが安心して学習で

きるよう、担任一同努

めて参ります。分散登

校期間中は引き続き家

庭学習へのご協力をお

願い致します。 

 最高学年として子供

たちにとって実り多き

１年になるよう工夫や

努力を重ねていきま

す。１年間よろしくお

願い致します。 

【６年担任より】 

 

１年 

 入学式から約２ヵ月

が経ちました。その

間、課題の受け取りや

電話での聞き取りに応

じていただき、ありが

とうございました。 

 学校再開後、安心・安

全に子供たちが楽しく学

校生活を送られるよう、

担任一同努めて参りま

す。保護者の皆様、一年

間お世話になります。よ

ろしくお願いいたしま

す。 

【１年担任より】 

 

 

３年 

進級おめでとうございま
す。約２か月間、ご家庭で
家庭学習等見ていただき、
ありがとうございました。
何事にも一生懸命で元気な
３年生の子供たちに会える
のを心から楽しみにしてお
りました。３年生は初めて
のクラス替えがあり、不安
と期待の入り混じった気持
ちだと思います。また、今
年度から中学年となり、社
会、理科、総合など新しい
学習も増えます。新しい環
境の中で、様々なことに積
極的に挑戦できるよう、担
任一同支えていきたいと思
います。１年間どうぞよろ
しくお願いいたします。 
【３年担任より】 

 
○持ち物や提出物等は、連

絡帳や別紙プリントでお

知らせしますので、ご確

認ください。 

 

２年 

子供たちが、心豊かにた

くましく成長していけるよ

う、担任一同力を合わせて

精いっぱい取り組んでいき

ます。保護者の皆様の温か

いご支援とご協力をよろし

くお願いいたします。 
【２年担任より】 

 

〇名札と校帽（紺色）の購

入をお願いします。 

〇大きい洗濯ばさみ１個

を持たせてください。 

〇図画工作科と生活科の

下の教科書は、２年生

で使います。 

＊全てに名前の記入を

お願いします。 

 

４年 

いよいよ４年生がスター
トしました。 
例年と異なる形でのスタ

ートとなりましたが、１０
歳という人生の節目の年齢
を迎える子供たちととも
に、実りのある 1 年にして
いきたいと思います。自分
も友達も大切にする、温か
い学年を目指します。 
１年間、ご支援、ご協力

をよろしくお願いいたしま
す。 
【４年担任より】 
 
〇国語で漢字辞典の使い方
を学習します。６月中に
ご用意をお願いします。 

 
杉の子 

令和２年度、新 1年
生は４名を迎え、児童
19名でスタートしまし
た。担任は 1名変わり
ましたが、担任４名、
講師２名、介助員２名
となりました。今年度
もよろしくお願いいた
します。 
 
【杉の子学級担任より】 
 
〇持ち物や提出物につ
いては、連絡帳や別
紙プリントでお知ら
せします。 
 

 

なかよし 

 進級おめでとうござい
ます。 
 今年度は特別支援教室
がスタートして４年目に
なります。教員 1名、専
門員 1名でのスタートと
なりますが、在籍学級担
任と連携を取りながら子
供たちの指導に当たって
いきます。 
「なかよし教室」での学
びが、子供たちの自信や
成長につながるように保
護者の皆様との連携も大
切にしていきたいと思っ
ていますので、どうぞよ
ろしくお願いいたしま
す。 

 
【特別支援教室担当教員より】 

 



 

分散登校期間中の自力解決タイムについて 
対象児童：２年生以上 

期  間：６／９(火)～６／１９(金) 

下校時間：２年生    →１４：４０頃 
３～６年生→１５：３０頃 

※事前に担任より、ご連絡いたします。 

 

各学年の学習 

教科等 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 杉の子 

国語 

・なかよしの き 

・たのしいいちに   

 ち 

・わたしのなまえ 

・かいてみよう 

・ひらがな 

・ちいさいおおきい 

・つづけてみよう 

・声のものさしを

つかおう 

・「えいっ」 

・かえるのぴょん      

・白い花びら 

・春のうた 

・あり 

・白いぼうし 

・ぴったりの言葉

見つけよう 

・いつか、大切

なところ 

・あの坂をのぼ

れば 

・図に表して考

えよう 

・春はあけぼの 

・薫風 

・「迷う」 

・随筆を書こう 

・個別学習 

社会 

生活 

・きょうから１ね

んせい 

 

・わくわくするね

２年生 

 

・わたしたちの区

のようす 

・地図となかよし

になろう 

・世界から見た

日本 

 

・わが国の政治

のはたらき 

・学校探検 

算数 

・なかよしあつまれ 

・いくつかな 

・いまなんじ 

・なんばんめ 

・ぜんぶでいくつ 

・表とグラフ 

・たし算 

・ひき算 

・かけ算のきまり 

・時こくと時間 

・算数をはじめよう 

・大きな数 

・わり算の筆算 

・算数をはじめ

よう 

・整数と小数 

・体積 

・文字を使った

式 

・分数と整数の

かけ算、わり

算 

・個別学習 

理科 

  ・しぜんのかんさつ 

・植物を育てよう 

・季節と生き物の様子  

・空気と水 

・台風の接近 ・ふりこの運動 

・電流のはたら

き 

・校庭の春を見

つけよう 

総合 

  ・調べる学習の学

び方 

・本木っ子安全 

マップ 

・私たちの食 ・チャレンジ・

ザ・日光 

・人権の花 

音楽 

・リズムで遊ぼう ・・リズムで遊ぼう ・リズムで遊ぼう ・リズムで遊ぼう ・リズムを組み

合わせよう 

 

・リズムを組み

合わせよう 

 

・打楽器を楽し

もう 

・音楽鑑賞 

図画工作 

・かきたいものな

あに 

・たのしいな消防

写生会 

す・すきなものいっ

ぱい 

・絵の具でゆめもよう 

 

・透明水彩の絵 ・造形遊び ・お誕生日列車 

・６月のカレン

ダー作り 

家庭 

 

 

 

   ・私の生活、大
発見！ 

・私の生活、大

発見！ 

・わたしと家族

の生活 

体育 

・体ほぐし ・体ほぐし 

・かけっこ 

・体ほぐし ・体ほぐし 

・多様な動きをつ

くる運動 

 

・体つくり運動 

・短距離走 

・体つくり運動 

・縄跳び(短縄) 

 

・基本的な運動 

・体つくり運動 

・短距離走 

外国語 

  Unit1  

Hello. 

Unit1 

Hello,World. 

Unit1 
Hello,friends. 

Unit１ 

This is me! 

Unit1 

Hello. 

道徳 

・あかるいあいさつ 

・はりきり１ねん

せい 

・みらいくんのえ 

 

・自分のことを 

書いてみよう 

・わたしの学校 

・およげないりす

さん 

・貝がら 

・しんぱんは自分

たちで 

・レスリングの

女王吉田沙保

里 

・山びこ村の二

人 

・ぬぎすてられ

たくつ 

・いじめをなく

すために 

・奴隷解放の父 

リンカン 

 

・規則、ルール、 

公平、公正な

ど、教科書を

使って学習し

ます。 



 

 


