
中居小学校だより 
第４６４号 

 

令和２年７月１日 

学校教育目標  なかよく かしこく いっしょうけんめい     川口市立中居小学校 

在籍児童数    男子３７９名 女子４１５名  計７９４名    048-281-3322 

 

挨拶に「心」を乗せて 

   校長 織本 寛之 

  

分散登校という形でスタートし、６月１５日(月)から通常通りでの学校が再開され 1 か月

が経ちました。子供たちは分散登校の 2 週間で少しずつ学校生活に慣れていき、子供たち

の表情も徐々に明るさを取り戻してきました。校庭では生き生きと体を動かして体育の授

業を受けている子供たち。教室では真剣な眼差しで先生の話を聞き、授業に集中している

子供たち。休み時間には一目散に校庭に出て、気持ちよさそうに全力で走りまわって遊ん

でいる子供たち。そのような姿を見ていると、自然と笑みがこぼれ、学校が再開した喜び

を感じております。 

 さて、６月１日(月)、長い臨時休校明けの初日の朝、子供たちは新年度への期待はもちろ

んあると思いますが、それ以上に不安と緊張のほうが大きかったのではないでしょうか。

私は子供たちを迎えるために門のところで、朝の挨拶をしていましたが、元気に挨拶を交

わす子もいれば、会釈だけで私の挨拶にこたえる子もいる。また、黙って通り過ぎる子も

いるなど様々でした。子供たち一人一人の表情を見ていて、緊張感がひしひしと伝わって

きました。そこで、その緊張感をどのようにして少しずつほぐしていったらよいのか、私

が直接できることは何かを考えていました。その一つとして、毎朝門のところで子供たち

を迎え、笑顔で挨拶することではないかと。１か月が経ち、子供たちの表情を毎朝見てい

て、子供たちの表情も徐々に柔らかくなり、声に出して挨拶を交わす子が増えてきました。 

 挨拶は、もともと禅の言葉で「挨」には「押し開く」、「拶」には「迫ること」を意味し、

その後、「人に近づき、心を開く際の言葉や動作」を示すようになったとのことです。初対

面の人と会ったとき、挨拶の一言で緊張が解けた経験をされた方も多いかと思います。挨

拶には、相手の閉ざされた心の扉を押し開いていく力があるようです。 

 そこで、何気なく交わしている挨拶に「心」を乗せて相手に届けるという視点で挨拶を

見つめ直したいと考えています。挨拶は、相手の心の扉を開き、よりよい人間関係を築い

ていく、人間関係の潤滑油的な役割を果たす、とても大切なものです。挨拶そのものが、

「相手を尊重し、敬愛の心を示す行為」であり、挨拶に込められた「心」は、自然と相手

に伝わっていきます。私は校長として率先垂範を心掛け、これからも挨拶に「心」を乗せ

て、子供たちと笑顔で挨拶を交わしていきます。そして、挨拶を通して子供たち一人一人

に安心感を与えるとともに、学校全体で「心」を乗せた挨拶が広がり、その結果、子供た

ち同士の人間関係が豊かになって、子供たちが「学校大好き」と思える学校を築いていき

たいと強く思います。 

終わりに、先日、「感染リスクの高い学校行事の中止について」のお知らせを配付させて

いただきました。保護者の皆様には、大変ご心配をおかけしたことと存じます。子供たち

の健康・安全を最優先に考え、判断させていただきましたことにご理解を賜りますようお

願い申し上げます。今後も引き続き、児童の健康観察や教室等の衛生管理を十分に行い、

感染拡大防止の徹底に努めてまいります。併せて、こまめな水分補給や必要に応じてマス

クを外しての教育活動、登下校の指導など、熱中症予防にも努めてまいります。今後とも、

本校教育活動へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 朝 行   事 
下校時刻 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 水 学級  委員会活動 14:50 15:40 

2 木 朝会 朝会（放送） 14:35 15:25 

3 金 算数 学校教育相談日 14:50 15:40 

4 土     土曜授業（弁当持参） 特別日課 14:15 15:05 

5 日    

6 月 朝読書  14:35 15:25 

7 火 国語  交通安全教室（1.3年）  14:50 15:40 

8 水 学級  14:50 15:40 

9 木 学級   14:35 15:25 

10 金 算数  14:50 15:40 

11 土     土曜授業（弁当持参） 特別日課 5時間 14:15 

12 日    

13 月 朝読書 集金日 14:35 15:25 

14 火 国語  歴史教室（6 年） ＳＣ来校 14:50 15:40 

15 水 学級 2,3 基礎学力テスト 4,5,6県学力テスト 14:50 15:40 

16 木 学級  14:35 15:25 

17 金 算数  14:50 15:40 

18 土     土曜授業（弁当持参） 特別日課 14:15 15:05 

19 日 
 

 

20 月 朝読書   14:35 15:25 

21 火 国語    14:50 15:40 

22 水 学級  14:50 15:40 

23 木 
 

海の日 

24 金 
 

スポーツの日 

25 土    

26 日 
 

  

27 月   特別日課  14:15 15:05 

28 火   特別日課  14:15 15:05 

29 水   特別日課  14:15 15:05 

30 木   特別日課 14：15 15:05 

31 金   特別日課 14:15 15:05 

24 月  特別日課 14:15 15:05 

25 火  特別日課 14:15 15:05 

26 水  特別日課  14:15 15:05 

27 木  特別日課 14:15 15:05 

28 金  特別日課 終業式  14:15 15:05 

29 土   

30 日   

31 月  夏季休業日 

【９月の主な行事予定】 

1 日(火) 第２学期始業式 

3 日(木) 発育測定(1・3 年) 

4 日(金) 発育測定(2・4・な

年) 

7 日(月) 発育測定(5・6 年) 

8日(火) 耳鼻科検診(2年・抽出) 

9 日(水) 懇談会(4 年) 

10日(木) 懇談会(5年・なかよし) 

11 日(金) 懇談会(3 年) 

14 日(月) 懇談会(6 年) 

15 日(火) 懇談会(2 年) 

16 日(水) 懇談会(1 年) 

 

生活目標 ていねいな言葉づかいをしよう 

保健目標 夏を元気に安全に過ごそう 

 7・8月の行事予定 

中居小 HP QRコード 

中居っ子たちの様子を 
     紹介します 

 

 
 給食が始まりました。前を向
いて、喋らずだまって食べる給
食ですが、それだけに、よく噛
み、味わって食べています。 

 
休み時間も、校庭や体育館
等、使用できる学年やクラスを
決め、密を避け、遊び後は手
洗いを徹底するようにしていま
す。 

 9 月の懇談会は、新型コロ

ナウィルス感染症の予防の

ため、学年ごとに体育館で 3

密を避け実施いたします。 

ご承知おきください。 

８月 



 

 

今年度より実施される「プログラミング教育」の内容や家庭でも使えるプログラミング学習教材につ

いてお知らせします。 

 

①プログラミング教育でどんな力を育てるの？ 

 小学校のプログラミング教育は、プロのプログラマーを育成することを目的として行うものではあり

ません。プログラミング教育では、コンピュータに慣れ親しみながら、以下のようなことを目標として

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②どんな授業をするの？ 

 中居小学校では、以下のようなプログラミング教育を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

③家庭でできるプログラミング教材は、どんなものがある？ 

 家庭でも無料で利用できるプログラミング教材を紹介いたします。 

１、Scratch（http://scratch.mit.edu） 

  画面上のブロックをつなぎ合わせて、プログラムを作っていきます。主にマウスを使うので、キー

ボード操作に慣れていない小学生でも利用しやすいです。中居小学校のプログラミング学習も、基本

的に Scratch を使って行っていきます。 

２、Hour of Code（http://hourofcode.com/jp/learn） 

  いつでも誰でもどこでもプログラミング学習ができる教材が多数用意されて

います。各教材は、１時間程度で学習できる内容となっていて、「Minecraft」

や「スター・ウォーズ」や「アナと雪の女王」など、子どもたちに親しみやすい

ものも数多くあります。また、各教材には「小学２年生～」など推奨学年が明記

されているので、学年にあった内容のものを選びやすいです。 

 

 

 

ほかにも、プログラミング教育ポータル（http://miraino-manabi.jp）の教材情報には、様々なプロ

グラミング学習のための教材が載っておりますので、ぜひご活用ください。また、各家庭でパソコンや

タブレットを使ってプログラミング学習を行う際は、各家庭で使用時間や使用用途などルールを決めて

から行うようにしてください。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

（文責 視聴覚・情報部） 

視聴覚・情報部だより 

・「プログラミング的思考」を育む。 

・プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータをはじめとする情報

技術によって支えられていることなどに気づく。 

・身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコンピュータ等を上手に活

用してよりよい社会を築いていこうとする態度などを育む。 

・総合の時間に、アニメーションが入ったパワーポイントを作成したり、Scratch を使ってネコを

動かすプログラムを作成したりする。 

・算数の時間に、正多角形を書いたり、倍数を求めたりする手順を考え、Scratch でプログラムを

作成し、実際にできるか確かめる。 



ご家庭でできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度川口市立中居小学校道徳部 

 

道徳科の学習は「生き方の学習」といわれるように、人としての生き方を学び、考えを深める

ための学習です。授業中はもちろん、日常生活の中でも道徳的な問題について考え続けることが

大切です。 

また、「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」として教科化されてから、２年がたちました。

中居小学校では、これまで以上に道徳の学習に力を入れ、児童の道徳性が育まれるよう、以下の

取組を推進していきます。引き続き、ご家庭のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

道徳だより 

中居小 

の 

道徳 

 

＊お子さんと、“人として大切にしてほしいこと”について話したときに、「友達と仲

良くすることは大事」と教えるだけではなく、「友達と仲良くするとどんなよいこと

があるんだろう」と理由を一緒に考えることで、考えが深まります。 

＊お子さんの感じ方や考え方は尊重しながら、親としての考えや、子供だった頃の経験

などを率直に話すことで、考えが広がります。 

＊１年生入学時に配付された「家庭用彩の国の道徳」を、ぜひお子さんと読んでいただ

き、ご家庭で話題にしてみてください。 

② 主体的な学び、対話的な学び、深い学び

を目指します 

＊仲間との話し合いで学習を深めます。 

＊一人一人の感じ方・考え方を大切にします。 

① 道徳だよりで、道徳の授業の

様子をお知らせします 

＊普段各クラスで、道徳科の授

業をどのように行っているか

を道徳だよりでお伝えしま

す。 

③ 道徳ノートを使います 

＊学習を通して感じたこと・

考えたことを表現できる機

会を確保します。 

④ 教員の授業力を高めま

す 

＊教員同士が授業を見合った

り、学習の計画を相談し合

ったりしながら、授業力を

磨きます。 

 


