
 

 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

学力向上を目指して ～学ぶ楽しさ～ 

 

校長 堀井 昭宏 
 

多種多様な花が咲き誇り、新緑がそよ風に揺れる季節となりました。4 月 20 日は二十四節気の

一つである「穀雨」でした。春の雨が新緑にやさしく降り注ぎ 若葉から青葉へと成長する過程を

助けているようです。この時期は天気の移り変わりが早く、気温の変化も激しいころでもあります。

熱中症も含め体調管理には十分に気を付けさせていきたいと考えています。 

日野学園は令和 4年度も無事にスタートし、児童生徒は落ち着いた学校生活を送っています。こ

れも、日頃から本校の教育活動へご理解とご協力をいただいている保護者の皆様、地域の方々、関

係機関等の方々のおかげであると思っています。心から感謝申し上げます。 

しかしながら、毎日のように、保護者の方から子どもが PCR検査を受けたところ陽性であったと

いう報告をいただきます。これからも、感染症対策を継続しながら教育活動は進めてまいります。 

また、今月に予定している 6年生の日光移動教室、9年生の修学旅行は予定通り出かける方向で

準備を進めています。 

今年は品川区学力定着度調査と合わせて、6年生と 9年生は全国学力・学習状況調査も実施しま

した。9年生には思考力や判断力などを重視した新たな学習指導要領に基づく問題が初めて出題さ

れました。児童生徒たちは一生懸命に取り組んでいました。 

これからの学びでは「社会がどんなに変化し予測困難になっても、自ら課題を見付け、自ら学び、

自ら考え、判断し、行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい。そして、明るい未来を共

に作ってほしい。」という願いが込められた学習指導要領の趣旨を実現していくことが重要です。 

そのためには、子どもたちが学校の授業等を通して「分かる喜び」「できる喜び」「分かり合える

喜び」を経験し積み重ねていくことで、子どもたちが「学ぶ楽しさ」を実感し、社会に出ても生涯

にわたって学び続ける人に成長していくのだと考えています。日野学園では「学ぶ楽しさ」を感じ

ることができるよう、これからも授業改善に力を入れてまいります。 

授業においては一人一台に配布されているタブレットの活用も進めています。今年度から、この

タブレットに新たに AI 型教材「Qubena」が導入されます。この教材の特徴は、学習内容を定着さ

せるために、一人一人の学習状況や間違え方に応じた復習問題を効果的なタイミングで出題し学習

することができるようにするところです。既に導入されている自治体や私立学校等では学力向上に

効果があるようです。 

本校では前期課程は国語・算数・理科・社会の 4教科で、後期課程は英語科を加えた 5教科にお

いて活用し、子どもたちが学ぶ楽しさを実感してほしいと思っています。家庭学習でも有効に使え

るよう指導をしてまいります。 

学校はこの「学力」だけを身に付ける場所ではありません。本校では「学力」と「生活力」を育

成し、「国際社会で自己実現を果たす子どもの育成」を教育目標に掲げています。目標実現に向け

て教職員一同、力を尽くしてまいります。今後とも本校の教育活動へのご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

 

日野学園だより 
品川区立日野学園            

                 校長 堀井 昭宏  
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学力の育成 生活力の育成 
楽しく学習するためには、落ち着いて学習に取り組める環

境を作ることが大切です。授業を受ける姿勢や態度、発言の

仕方など、しっかりとした学習規律を身に付けさせることか

ら始めていきます。また、多くの指導項目の中でも「話を聞

く」ことに重点を置いて指導していきます。言葉をしっかり

と聞くことは、思考力を高め、理解力を深めることにもつな

がっています。さらに、友達との良好な関係を築く上でも大

切です。一人一人が「聞く」力を付けることで、自分の話を

聞いてもらえると安心するという実感をもたせていきたい

です。 
 

学校生活における基本的な生活習慣を身に付けさせるため

には、さまざまな指導項目がありますが、とくに「あいさつ」

と「時間を守る」という二つについて、重点的に指導していき

ます。 

「あいさつ」は、人と人との心を結びつけていくものであり、

お互いの心を和ませるものです。「あいさつ」がお互いの気持ち

を明るく楽しくするということに気付かせていきたいと思い

ます。また、「時間を守る」ということは、集団生活を送る上で

「自分の時間」だけでなく、「みんなの時間」を大切にすること

にもつながることが意識できるように、指導をしていきます。 
 

学力の育成 生活力の育成 

【しっかりと話を聞いて、自分の考えを伝える】 
聞く力は、すべての学習の基礎となる大切な力です。２年生

では、話す人を見て、話を聞けるように指導しています。さら

に、自分の考えをもつことができるようにするために、個人で

考える時間を確保しています。次に小グループでの交流、クラ

ス全体での交流へと広げ、いろいろな考えがあることに気付

かせています。全体の場での発言に自信がない児童も、タブレ

ットでの意見交流なども取り入れながら、学び合いの場を増

やしていきたいと思います。 

【仲間を大切にして、思いやりをもって助け合う】 
2 年生の合言葉は「レッツ！」みんなで何かを成し遂げる楽

しさや喜びを、係活動や当番活動、学校行事などを通して、助

け合ったり励まし合ったりする姿を増やしていきたいと思い

ます。一人ではできないことも、みんなでならできるという気

持ちを育て、集団としての良さを生かして指導していきたい

と思います。今後も、子供たち同士で認め合ったり、励まし合

ったりするような場を作り、仲間を大切にして思いやりをも

って助け合える 2 年生になれるよう指導していきます。 

学力の育成 生活力の育成 
【根拠をもって自分の考えをつくる】 

○思考力が伸びてくる時期です。国語では教科書の文中のど

の叙述からそう考えたのか。算数では以前のどの学習内容か

らそう考えたのか。理由を明確にしながら、筋道立てて考え

られるよう指導していきます。 

【考えを広げる】 

○自分とは違う考え方、感じ方があることに気付くのも中学

年では大切なこと。友達と考えを交流する場を意図的に設定

していきます。また、考えをもてたら終わりではなく、別の考

え方はないか問いかけ、思考の幅を広げていけるよう指導し

ていきます。 

【当たり前のことは当たり前に】 

○集団で生活する上で大切なことは確実に身に付けさせます。

３年生の発達段階として、「自分中心からの脱却」ということ

があります。例えば整列に遅れたとき、時間通りに行動した周

りの友達の気持ちを想像させ、自分から正しく行動できるよう

にしていきます。 
【正しい正解と優しい正解】 
○友達関係が広がる時期です。正しいかどうかだけではなく、
何か事情があったのではないか、がんばっているけれどできな
かったのではないかなど、見方を広げるよう促し、豊かで広い
心を養っていきます。 

学力の育成 生活力の育成 
【話をしっかり聞き、自ら学び、表現する子】  
〇先生や友達の話をしっかり聞き、周りの人の助言に素直

に耳を傾け、友達のよい考えやよい行動から学び、自分を

高めていく１年にしていきます。  

〇昨年度より学習においてのタブレット活用が本格的に

始まりました。授業では友達の意見や考えが瞬時に共有で

きるという利点があります。友達の意見や考えについて自

分とはどこが違うのか、そしてどう思うのか。考えを深め、

伝え合う力が付くよう、指導をしていきます。  

【仲間と共に伸びようとする子】 
○「リーダーとして頑張ろう」と張り切っている４年生。一人一
人がリーダーとしての自覚をもち、切磋琢磨し合って、真のリ
ーダーを目指していきます。 
○委員会、たてわり班活動、運動会、学習成果発表会で、１～３

年生をまとめるだけでなく、休み時間の過ごし方、廊下の歩き

方等、日常生活においても４年生の姿が手本となります。３月

には最高の一〇式を迎えられるよう、力を合わせて、最高の一

年、最高の学年にしていきます。 

1 年生  しっかり話を聞く！時間を守る！すすんであいさつをする！ 

 

2 年生 しっかり話を聞く・みんなの時間を大切にする・思いやりをもって助け合う２年生  

3 年生         考えて、どんどん広がる３年生 

  

4 年生    人のために時間を使える１－４リーダーになろう 



 

 

 

 

 

 

 

 

学力の育成 生活力の育成 
【目標をもって主体的に取り組む】 

○教科担任や定期考査が始まり、学習環境や仕組みが大きく

変わる５年生ですが、どの学習にも主体的に、前向きに取り

組めるよう、学年に関わる全教員で連携を図り指導していき

ます。 

○マンデーテストや授業内の小テスト・ワークシート・振り

返り等を活用し、学習内容の定着を図ります。また、スモール

ステップで、目標に向かって努力し、達成感を感じることを

何度も繰り返すことで、目標をもち、主体的に物事に取り組

むことのできる力を育んでいきます。 

○学年目標である Positive（ポジティブ）に向かって、素直な

心をもち、前向きに物事を考え、何事にも挑戦するだけでなく、

困難にぶつかったときにも諦めずに乗り越えようとする力を

育てていきます。ほうれんそう（報告・連絡・相談）と、おひ

たし（怒らない・否定しない・助け合う・信頼される人になる）

を行動の柱として、活動します。 

○５～７ブロックに入り、先輩の姿を見ながら、時と場にふさ

わしい言葉や態度を身に付けていきます。何事も自分でしっか

り考えて判断し行動する、自立への一歩を踏み出せるよう生活

力を育んでいきます。 

学力の育成 生活力の育成 
【表現力の向上】 
○６年生では、プレゼンテーション、討論、学級会など、自

分の考えを表現する場をさらに増やし、表現力の向上を図

ります。分かりやすく伝える力を身に付けるとともに、友達

の意見を聞くことで多様な考えに気付き、学びを深めてい

きます。集団での学び合いを最大限に生かしていきます。 
【自学自習の定着】 
○家庭学習である調べ学習に引き続き取り組み、一年間の

成果を友達と交流します。定期テストに向けての学習計画

を立てる際には、昨年度よりも効率よく計画的に進められ

るよう、進行状況を確認していきます。 

【前期課程の集大成】 

〇学年目標は「Believe×Best～全力で最高の１年にしよう～」

です。昨年度は、自分を信じること、人と信じ合うことを目標と

して様々なことに挑戦し、前向きに取り組むことができました。

今年度は、前期課程修了に向けて最高の１年間にするために、さ

らに一人一人が全力を尽くせるよう、取り組んでいきます。 

○学年全体で行事や学習に取り組み、集団の中で自分の役割を

果たせるようにします。課題や難問、トラブルに対しても、まず

は、自分でしっかりと考えて解決策を生み出していきます。 

失敗も成功も成長につなげていきます。学年みんなで成長で

きる１年にします。 

学力の育成 生活力の育成 

○義務教育９年間を見通した計画的、段階的な指導を行い、

将来の自立生活のための基礎的な学力の定着および伸長を

図ります。 

○一人一人の状態を考慮し、各教科・領域ごとに個別指導計

画を作成して取り組んでいきます。 

文字や計算等の生活に即した学習に重点を置き「できた！」

「わかった！」「楽しい！」という気持ちを大切にし、主体

的に学習しようとする気持ちを育てます。 

○話の内容を聞き取る力や、見聞きしたことや自分の意見等

を相手に分かるように話すために必要なコミュニケーショ

ンスキルを高めていきます。 

○「日常生活の指導」の時間を通じ、食事・排泄・着替え・清

潔・姿勢等に関する事柄について一人一人の発達段階に応じた

指導を行い、身辺自立を確立します。 

○基本的なコミュニケーション力や望ましい対人関係の方法、

他者との距離感や身だしなみ、時間を守る等についての理解を

確かなものとし、社会性を育てます。 

○「生活単元学習」等において、児童の実生活に即した単元計

画を立て、「季節」「行事」「公共機関の利用方法」「栽培・収穫」

「調理」「洗濯」「手芸」等、幅広い学習に取り組み、将来の自

立生活に必要な知識と経験を豊かにしていきます。  

学力の育成 生活力の育成 
○「一歩前へ」を忘れない 

 昨日の自分より少し成長した自分になろう、明日は今日よ

りもさらに一歩進んでいようと思う心を支えます。小さな一

歩を積み重ねていくことが大切です。 

○「１時間１時間を大切に」 

 生徒がどの授業にも集中し、吸収し、全力で自分を高めて

いけるよう授業を工夫していきます。 

○「理想の自分を目指して」 

 ３年間の見通しをもって指導していきます。 

○当たり前のことが当たり前にできる７年生 

 人としてどうすることが正しいのかを考え、行動できる人に

なってほしい。自分の弱いところも認め、自ら成長していこう

とする意欲を大切にしていきます。 

○全力で取り組む７年生 

 頑張ることはかっこいいこと。全力で取り組んでも失敗して

も、その努力は無駄ではない。仲間をリスペクトしつつ、自分も

全力を出そう。学年全体で高めあおう。そういう意識を共有し

ていきます。 

5 年生        Positive 素直で前向きな心・壁を乗り越える力 

６年生       Believe×Best～全力で最高の１年にしよう～ 

 

前期課程 5 組   一人一人が自分の役割を果たせる学級 

７年生             一歩一歩、全力で        



 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜教職員着任紹介＞ どうぞ よろしくお願いいたします。 

4 月 15日付 後期課程特別支援学級担任 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

≪５月の主な行事予定≫ 

２日(月)  離任式 安全指導日 聴力 1-3・前 5組  

６日(金)  個人面談 

９日(月) 部活動保護者会 避難訓練  

10日(火) 常任委員会 委員会活動 4 眼科 34・前 5   

11日(水) 腎臓検診 1次 耳鼻科 1-3 

12日(木) 腎臓健診 1次予備 中央委員会  

移動教室事前健診 6 

13日(金) 中間考査 5-9 内科 3 

16日(月) 午前授業 5-9 日光移動教室始 6 

児童生徒の学力向上を図るための調査始 4-9 

17日(火) 眼科 7 

学力の育成 生活力の育成 
【堅実に、着実に学力向上を図る】 

①学習習慣の確立と工夫 

 家庭学習の習慣をいっそう定着させるとともに、週や月などの

短中期的目標を立てながら、内容の工夫を図り、成果を実感で

きるようにしていきます。 

②自分に合った学習方法の定着 

 主に定期考査前の学習で、様々な学習方法を試すことで、自分

にとって適切な学習方法を知り定着させていきます。 

☆勉強合宿（代替行事）を 1つのきっかけに、受験に目を向けて

いきます！ 

【最上級ブロックとしての自覚と決意】 

・集団力の向上 → 運動会（集団行動）、文化祭を成功させよ

うとする意欲を高める。 

・マナーとルールの徹底→周りの人のことを考えた、ハート  

フルな態度を育成していきます。 

・人間力の向上 → 先生も生徒も、失敗を恐れず、新しいこと 

にチャレンジしていきましょう！ 

☆伝統を守るということは改革をしていくこと。伝統を見直し

て、この学年にあった新しい工夫をしていきます！ 

学力の育成 生活力の育成 
○最高学年になったことを自覚し、自らの進路のために主体

的に学習を進めようとする態度を育成します。 

・８年次までに工夫しながら身に付けてきた自分に合った学

習方法を更に高め、家庭学習の質を上げるように助言して

いきます。 

・１年間の見通しをもち、定期考査前の短期的なものだけで

はなく、中・長期的な計画を立てながら学習に取り組める

よう支援していきます。 

○学園、ＥＮブロックのリーダーとしての自覚をもって後輩た

ちを引っ張っていく態度を育成します。 

・学校全体の行事だけではなく、ＢＳ活動などの少人数グルー

プでの活動を通して、一人一人が最上級学年としての自覚を

もてる機会を設けます。 

・義務教育締めくくりの１年ということを意識し、それぞれが

当たり前のことを質高く当たり前にできるように支援いて

いきます。 

・これまで以上に自治的な活動を意識し、自分たちの生活環境

を整えていこうとする態度を醸成させます。 

学力の育成 生活力の育成 
〇基礎・基本的な学力の定着 

一人一人の状態を考慮した学習の進度に合わせながら、各教

科・領域等ごとに個別指導計画を作成して取り組みます。特

に漢字や計算などの生活に即した学習に重点を置き「でき

た！」「わかった！」「楽しい！」という気持ちを大切にし、

自ら学習しようとする機会を増やします。 

○表現する力の育成 

様々な場面で「話を聞く」「言葉を話す」「文字を書く」「文章

を読む」ことを多く取り入れ、自分の気持ちを表現するため

の基礎を培います。 

〇将来の社会参加・自立を見通し、社会集団の一員として生活

できる力を高めるために、①返事 ②あいさつ ③整理整頓  

④時間 ⑤報告・連絡・相談といった必要な力を養います。 

〇学校生活において、話の内容を聞き取る力や体験したことや

自分の意見などを相手に伝える力を養い、必要なコミュニケー

ション能力を高めます。 

〇作業学習（清掃作業・事務作業・製作活動）で、班長から班

員に指示を伝える場面を増やし、人間関係の育成や相互意識の

向上を図ると同時に、仕事をやり遂げることの達成感や、感謝

し感謝される気持ちを養います。 

８年生         Heartful ～今いる場所を大切に～ 

９年生        Ｏｎｅ ～一人、一秒、一つを大切に～ 

後期課程 5 組        「愛される人」 になる  

18日(水) 日光移動教室終 6 修学旅行事前健診 9・後 5 

19日(木) 校外学習 4 内科 7 

20日(金) 眼科 8  

21日(土) 土曜授業日 修学旅行始 9  

いちよん活動 1-4 

23日(月) 修学旅行終 9 自転車教室 3 内科 4・前 5 

24日(火) 修学旅行代休 9 眼科 56 

25日(水) 全校朝礼 耳鼻科 9  

26日(木) 校外学習 1 内科 5 

27日(金) 眼科 9・後 5  

30日(月) 腎臓検診 2次 
 


