
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

学力を向上させる 
 

                               校 長  堀 井  昭 宏 

色とりどりの花が咲く季節となりました。校内にあるつつじの花や桜の新緑が私たちの目を楽しませてくれています。

おかげさまで、日野学園は令和 3 年度も無事にスタートし、児童生徒は落ち着いて学校生活を送っています。これも日

ごろから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だと思っています。

心から感謝申し上げます。 

 さて、「まん延防止等重点措置」、「緊急事態宣言」が発令され、教育活動にも影響が出てきています。保護者の皆様

にはプリントでお知らせしましたように、5月の 9年生の修学旅行と 6年生の移動教室が９月以降に延期となりました。ま

た、発令中は各教科の授業においても「できない学習内容や方法」が増えましたが、感染症対策を徹底して「できること」

を進めてまいります。 

 4 月 20 日（火）品川区学力定着度調査を実施いたしました。この調査は教育課程や指導方法に関わる自校の課題・

解決策を明確にするとともに、調査結果を経年で把握することで、児童生徒一人一人の学力の向上を図ることを目的に

実施しているものです。右の写真は調査中の 7 年生の教室の様子です。どの児童生徒も真剣に問題を解いています。

昨年度の結果を見ると、各教科とも概ね目標値を上回って

いますが、いくつかの項目で下回るものがありました。各教

科担当者はその課題に対する解決策を作り、児童生徒の

学力向上のために授業改善を図っているところです。 

 先日、雑誌に掲載されていた東京都立日比谷高等学校

長の記事が目に留まりました。進学実績を上げてきた学校

経営について校長がインタビューに答える形式でした。そ

の中には、生徒の学習に対するモチベーションをあげるこ

との必要性や学習だけではなく「文武両道」を目指す生徒

が多いことが紹介されていました。学力を向上させるには、

学習だけに注力するのではなく、プラスαが児童生徒には

必要であると改めて感じました。日野学園にはこういったプラスαがたくさんあります。例えば、交流活動や自治的活動、

キャリア教育・進路対策、市民科などの指導を確実に実現し、義務教育９年間の系統的指導を推進しています。そして、

最終目標である「自学自習の体得」を目指し、個に応じた指導を多様に展開するとともに９年生での出口保障を行うた

めに、知識・技能の獲得から知恵の創造へとつなげてまいります。今後もこの「日野カリキュラム」の検証を重ね、ブラッ

シュアップさせていくとともに、指導力向上にも磨きをかけてまいります。 

また、授業改善のためには、新しいツールとしての「一人一台の iPad」をどのように活用していくかが今年度の課題に

なると捉えています。すでに、算数の授業では学校にある「線対称」探し、理科の「雲」の学習では、実際に校庭に出

て、iPad で雲を撮影したことを発表しあったりすることで、自分にはなかった視点に気づくことができたりしています。従

来は教員があらかじめ準備した資料や教科書を提示し、児童生徒はそれを見聞きする「受け身」の授業となることが多く

ありました。iPad の導入で児童生徒が自ら教材を探したり、観察したりしたことを容易に記録し、その後の話し合い活動

を充実させたりすることができると考えています。これからの社会でも自ら学びに行く姿勢が大切です。自学自習を身に

付け高校等への進学だけでなく将来にわたってキャリアアップしていこうとする意識やスキルを身に付けていくことが重

要だと捉えています。学力向上は目の前のテスト結果だけで評価することなく、学習への意欲も適切に評価し自己肯定

感を高めていくことを大切にしたいと思っています。今後も日野学園の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願い

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  

              ホームページ URL  http://school.cts.ne.jp/hinogaku/ 

                       E-mail  hinogakuen@city.shinagawa.tokyo.jp 
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学力の育成 生活力の育成 
○ルールを守って、楽しく学習する。 
１年生は授業の中で大切な規律を学習しています。「チャ
イムが鳴ったら席に座る。」「話をする人の目を見て、静か
に聞く。」「始めと終わりのあいさつは姿勢を正してしっ
かりと行う。」授業規律が確立されると、子どもたちが安
心して学習に取り組むことができます。また、自分の考え
や思いを伝え合い、お互いに学び合う環境が整い、学習に
集中して取り組むことができます。友達の考えを聞くこ
とで、驚きや発見があり、視野を広げるきっかけになりま
す。学力を伸ばす土台として、学習規律の定着を指導して
いきます。 

○笑顔であいさつし、元気に過ごす。 
１年生は少しずつ学校にも慣れ、友達と楽しく学習したり、
仲よく遊んだりしています。「先生、おはようございます。」
と元気に挨拶する子どもは多いですが、中には、恥ずかし
そうにしている子どもたちもいます。挨拶の基本は、相手
の目を見て、笑顔で明るく声かけすることです。子どもた
ちは、学校行事や校外学習などで、いろいろな人たちと関
わります。自分から進んで挨拶することをきっかけに、今
よりもたくさんの友達と関わり明るく元気に生活できるよ
うな指導を心がけていきます。 

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と広げ、いろいろな考え
があることに気づかせています。全体の場での発言に自信
がない児童も、アイパッド上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。 

【時計を意識し、みんなの時間を大切にする】 
 集団生活を送る上では、一人一人が時間を守ることが大
切なことだと気づかせていきます。 
【思いやりをもって助け合う】 
係活動や当番活動、学校行事などを通して、友達と一緒

に関わることのよさや楽しさを感じられるようになり、助
け合ったり励まし合ったりする姿が見られるようになり
ました。今後も、子供たち同士が認め合えるような場を作
りながら、継続して指導していきます。 

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
に気づ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、考えがもてたら
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
ことは確実に身につけさせます。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。遊
びの中で、生活の中で、トラブルもあるのが当たり前。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、「ヒノリンピック Finale」で、歌や台詞、演奏、
踊り、絵等様々な形で表現する喜びを体感しました。今
年は、自分の考えを書く、伝えようとすることにも力を
入れていきます。リーダーとして、自分がすべきこと、
やってみたいことを行動に移すという表現力の向上も図
っていきます。 

『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。 

学力の育成 生活力の育成 
○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、それぞれの教科に主体的に取り組
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。表現活動としては、プレゼンテーション、討論、係
活動の場を設定します。自分の考えをしっかりもつこと。
相手に分かりやすく伝えること。みんなの意見の良いとこ
ろを取り入れながら、考えを深めていくこと。自分の力を
信じて、積極的に表現できる力を育んでいきます。 

○学年目標に「Believe（ビリーブ）」を掲げ、「自分を信じ
て様々なことにチャレンジする」「友達と信じ合い、協力す
ることで、一人ではできない豊かな体験をする」ことを目標
に集団生活を送っていきます。また、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。勉強の計画だけでなく、生活のスケジュー
ルを自分でたてることで、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。 

1年生   ルールを守る！！楽しく学習する！！笑顔で元気に過ごす！！ 

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 

5年生        Believe ～自分を信じる、人と信じ合う～ 



 

 

 

 

 

 

 

学力の育成 生活力の育成 
○定期考査では１点でも多くとれるように計画的な学習
を身に付させます。授業でも１歩進んで見通しをもって取
り組めるようにします。アイパッドを積極的に活用し、楽
しく深い、気付きのある授業を行います。表現活動として
は「プレゼンテーション」の機会を増やしていきます。自
分の考えをしっかりともつこと。相手にわかりやすく伝え
ること。みんなの意見のよいところを取り入れながら、考
えを磨いていくこと。今の社会で必要な力を育んでいきま
す。１つでも成長できるように集団で高めあっていきま
す。学習面でも集大成です。 

〇学年目標である POSITIVE（ポジティブ）シンキングを
更に深めていきます。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・助ける・信頼する）を
行動の柱として、前向きで挑戦的な学年の雰囲気をつくり
ます。前期課程修了の節目の学年として、感謝の気持ちを
育んでいきます。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。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
長を図る。 
○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む。 
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す。 
○話のおおよその内容を聞き取る力や、見聞きしたことや
体験したこと、自分の意見などを相手に分かるように話す
ため、必要なコミュニケーションスキルを高めていく。 

○「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、身辺自立を確立する。 
○挨拶などの基本的なコミュニケーションや望ましい対人
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
ついての理解をより確かなものとし、社会性の伸長を目指
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する。 

学力の育成 生活力の育成 
〇日々の授業を大切にする 
学校の基本は授業であることをしっかりと自覚し、授業の
中で、理解をするように努め、分からなかったところはそ
のままにせずに、学年の教員に質問に行く 
〇家庭学習の習慣 
毎日家庭学習ノートを全員提出し、家庭学習の習慣づけを
７年生の段階で行う。その際、家庭学習チェックシートを
活用し、学期末や年度末に頑張った人の表彰を行う予定。 

＜学年目標４つの柱＞ 

①あいさつができる学年（気持ちが良い環境） 

②ルール・マナー・時間を守る学年（メリハリをつける） 

③背景に気付く学年（たくさんの有難うに気付く） 

④何事にも挑戦できる学年（挑戦できる温かい雰囲気） 

自分たちを支えてくれているたくさんの人の存在に気付き、
たくさんの人たちから愛される温かい学年を作っていきま
す！ 

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する。 

②自分に合った学習方法の模索 
 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、次年度につなげ
られるようにする。 

【信頼される人になる】 
①時を守る 
②約束（提出物や宿題）を守る 
 
【集団力を向上させる】 
①周りを見て、共に高めあい、より良い集団をつくる 

学力の育成 生活力の育成 
１ 基礎学力の定着 家庭学習をする習慣を身に付ける。 
最高学年になったことを自覚し、受験勉強を自主的に行う機

会を増やし習慣化していく。 
２ 計画的な学習を実践 定期考査の学習計画表を活用する。 
昨年 5 回行った定期考査の学習計画を生かし、目標を段階的 
に設定し、目標の達成を計画し、計画を実行する力を付ける。 
計画を実行する忍耐力を高めることが大切である。 

３ 表現力の向上 市民科の取り組みを積極的に活用する。 
修学旅行や家庭学習（調べ学習）などの取り組みで、自分で調べ考えた
ことをタブレットでまとめ、発表し表現する力を養う。 

日野学園のリーダーとしての自覚と行動する力を育成する。 
具体的には以下の４つのことを実践できることを目指す。 
①集団の一員としてルールを守って行動する。 
②最高学年としてリーダーシップを発揮する。 
③次の進路に向け、何事にも忍耐強く取り組む。 
⓸「おかげさまです（謙譲）」「ありがとうございます（感謝）」 
 を表現する。 

今年度も臨機応変に対応しなければならない状況が多くなりそう
なので、状況を正しく判断し、できることを積極的に、全力を注げ
る力を身に付けていってほしいと思います。 

６年生            POSITIVE＋１～集大成～ 

前期課程 5組   基礎・基本を着実に！！自立を目指す！！ 

７年生         Heartful ～今いる場所を大切に～ 

８年生       One ～一人、一秒、一つを大切に～  

９年生        ＹＧＴ ～自分を受け入れる～ 



 

 

≪４月の行事より≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

１ 土 開校記念日 17 月 午前授業(5-9) 

２ 日  18 火 眼科(3･4､5 組) 常任委員会(5-9) 

３ 月 憲法記念の日 19 水 耳鼻科(8) 修学旅行(9)延期        

４ 火 みどりの日 20 木 歯科(1-6､5 組) 中央委員会 

５ 水 子どもの日 21 金 眼科(5･6) 校外学習(1)延期 音楽鑑賞教室(8)中止  

６ 木 内科(3)、部活動保護者会(リモート実施) 22 土  

７ 金 避難訓練、腎臓検診 2 次 23 日  

８ 土 地域清掃 中止 
24 月 

眼科(8)自転車教室(3) 教育実習(始) 

移動教室(6)延期 ９ 日  

10 月 校外学習(3)延期、内科(2) 25 火 腎臓検診 3 次 

11 火 委員会活動(4) 26 水 耳鼻科(7) 

12 水 内科(9・5 組) 27 木 内科(5) 全国学力学習状況調査(6･9) 

13 木 校外学習(4)延期、内科(6) 28 金 眼科(9､5 組) 校外学習(2)  

14 金 中間考査(5-9) 29 土  

15 土 土曜授業日 縦割り遊び(1-4) 30 日  

16 日 PTA 校庭開放 中止  

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む。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
ための基礎を培う。 

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う。 
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る。 
〇作業学習（清掃作業・事務作業・製作活動）で、班ごとで
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う。 

※感染拡大防止のため延期・中止の行事があります。

後期課程 5組        「愛される人」 になる  

  

  

◆地域の皆様へ◆ 
 第 1回地域健全育成運営協議会を 7月 5日(月)17時より行う予定です。関係の皆様には後日、改めてご案内申し上げます。 

≪入学式≫ ≪新入生歓迎会 ｵﾝﾗｲﾝ併用≫ 

  

≪1 年 交通安全教室≫ ≪5-9 年任命式 ｵﾝﾗｲﾝ≫ ≪1～9 年交通安全集会ｵﾝﾗｲﾝ≫ 


