
三学期の重点項目 

校 長  青 木  経

1 月 26 日（金）、本学園のアリーナで研究主題「心をつなぐ 言葉をつなぐ 保幼小連携教育」として

平塚すこやか園の研究発表がありました。平塚すこやか園とは、毎年定期的に様々な形で交流活動を積極

的におこなってきました。研究のねらいの一つに「幼児・児童の交流を通して連携を推進し、教職員が互

いの教育に関して相互理解を深め、育ちをつないでいくことにより、幼少の円滑な接続を図る」がありま

す。当日は、3 年学年主任の塚本教諭が、研究発表に参加し具体的な活動について前期課程の立場から意

見交換をしました。実りある成果を伴った素晴らしい研究発表でありましたが、それ以上にすこやか園の

先生方との交流を深められたことが大きな収穫でした。 

 さて、平成 30 年度にむけて新しい教育課程を作成中でありますが、本年度の総まとめとして 3学期中に

おこなうべき重点項目を以下のように設定いたしました。 

１、本年度の教育活動をどのように総括するのか

・分掌会議では、義務教育学校としてふさわしい教育課程は何かを第 1に考え修正していく。
２、新しい学習指導要領の考え方をどのように生かすのか

・前期課程では全教科に貫く考え方を理解し、現状の教育活動に反映させる。

・後期課程では自分の教科指導をどのように変えていくかを考えて授業計画を組み立てる。

３、英語と市民科のカリキュラムづくり

・英語については特に 5・6 年生の週 2 時間の内容を本校独自のカリキュラムとして作る。また、後期
課程とのつながりを重視し、後期課程の英語教師と連携する。

・市民科については、学校独自の週 35 時間のプランの素案を作る。現在の 9 年間を通したキャリア教
育に加え、義務教育学校として 1年生から 9年生までの「異学年交流」の内容を充実させる。

４、3学期を学年総復習の時期と捉える
・4 月からの進級に備え、各教科において特に重点的に指導する内容を学力調査結果などから分析し、
いつ、何を、どのように取り組ませるかを明らかにして公表する。

５、特別支援教育を学ぶ

・4 月から品川区全中学校・義務教育学校後期課程において特別支援教室が開設する。また、同時に本
学園では後期課程の特別支援学級（仮称名 4組）が、第 2多目的室を改装して開校する。教職員全員
がインクルーシブ教育の内容を理解し、子ども達一人一人に合った教育の推進に向けた意識を高める。

６、引継ぎに必要な資料を揃える

・来年度を受け持つ教員集団に役立つリストを作成し、誰が引き継いでも、誰が見てもわかるような資

料を整えておく。

７、校内研究を授業と結び付ける

・校内研究を義務教育学校づくりの一環として捉え、自らの授業改善につなげる。

８、1月 26日（金）の平塚すこやか園の研究発表に全面協力する
・物理的な支援は勿論のこと、連携校としてまた、教育活動の一環として本学園の子ども達の精神的な

成長を促す研究活動を積極的に応援する。

以上 8項目のうち「４番の 3学期を学年総復習の時期と捉える」を具体的に示したのが差し込みの
1枚両面ですのでご確認ください。
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12月に行いました、学校評価保護者アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。
マークシート形式調査の集計結果につきましては、学園だより「若竹の学舎」１月号にてお示しし
ましたので、今回は自由記述のうち、主に学校運営に関わるものについて公表いたします。

＜学校評価保護者アンケート 自由記述による主な感想・意見・要望等＞ 回答回収数 57通
１年 

（２）

・給食の量が少なく、お腹がすいたと言っていることがよくあるので、もう少し量を増やしてほし

い。

２年 

（７）

・学校の水が苦いので飲みたくないと子どもが訴えている。真夏の脱水症状が心配であり、改善を

希望する。

・低学年の外遊びに、スモッグの着用をお願いしたい。制服が汚れたままでの食事は不衛生であり、

制服の損傷や汚れを少しでも抑えたい。

・夏休みサマースクールは、希望者みんなが参加できるほうがよい。それにより、プールも参加し

やすくなる。（数年前までは全児童が参加できるものであった）

・下校時に父母が同伴する場合、制服のまま直接習い事等他の場所に行くことを許可してほしい。

・学内での子供の状況、学校の対応プロセス、保護者が把握しにくいことへの評価など、回答でき

ない設問が多い。このアンケート結果が学校の取り組みに対する指標として有効なのか疑問。

３年 

（９）

・不審者が出た際の緊急メールについて、配信が遅いと思うときがある。また、犯人が捕まった時

には、その旨も教えてほしい。

・５年生以上も、靴下を紺色にしてほしい。

・授業数が多い。６時間の日を減らしてほしい。

・漢字学習とともに、計算力を鍛える学習を増やすことはできないか。

・夏にすまいるでの事故を受け、通学路が変更になった。接触事故が減少した半面、生徒が増え、

道一杯に広がり、自転車も通行しづらい。駐車場のブロックに上って歩く、駐車場内を歩くなど

危険である。

・夏休みの宿題の量が多すぎる。

４年 

（８）

・2020年必修化されるプログラミング教育について、少しずつでも導入してほしい。
・金融リテラシーについて、学年に応じたレベルでテーマにしてほしい。

・クモの巣や動物のフンなど、校舎外まわりの環境改善を。

・服装、言葉遣いに関して、乱れが目立つ。

・いじめに対する積極的な対応を。

・学力定着度調査の結果は、問題・答案・解答を一式で返却してほしい。

・あいさつ運動をしているのに、校内であいさつされたことがない。

５年 

（４）

・部活の活性化を希望する。

・近隣小学校とで５・６年の授業時間に差があるのではないか。（６時間授業が多く、帰宅時間が

遅い。）

・５年生定期考査の算数について、問題量が多すぎる印象であった。

６年 

（８）

・運動系部活動に魅力を感じない。（活発イメージがない）

・運動系部活動が更に盛んになることを切に願う。

・毎年、クラスによって宿題の量や内容に差がある。学年での足並みを揃えた方がよい。

７年 

（７）
特記する内容はなし

８年 

（10）
・学校で配布されるはずの地域講習会案内が届かないことがあった。

・制服着用のまま、道端、コンビニ前などで話し込んだり、飲食したり、自転車に乗ったりする生

徒を見かける。首をかしげる。

・定期考査について、２日間を３日間にできないか。

・学園内であいさつをしても、応える生徒がとても少ない。

９年

（２）
・制服について、タイツの着用を許可していただきたい。

※ その他意見等は、ほとんどが学校や先生方への感謝の言葉や励ましの言葉でありました。中には、「先
生方の学習指導以外の活動が多く、負担を心配している。先生方もしっかり休みが取れるよう、行事を
少なくしてはいかがか」という意見もいただきました。

※ 「なぜアンケートが記名式なのか。」「名前を書いて正直にアンケートに答えることはできない。」とい
う意見も２通ありました。
※ お寄せいただいた内容につきましては、当該保護者様に直接ご回答差し上げました。

皆様のご意見は私共にとって励みとなり、新たな課題に気づかせてくれる、大変貴重な財産となってい

ます。今後、内容を精査し、次年度運営の改善事項として参考にさせていただきます。



【箏体験】                        音楽科 木村 大介

１月２２日～１月２６日に５年生・７年生が箏体験を行いました。講師の先生をお招きして各

クラス３時間ずつ、箏について学び、体験しました。最初に楽器の説明や譜読みをして、その後

練習を重ね、最後の授業ではアンサンブルをするまでに成長しました。曲は５年生が「さくら」、

7 年生が「夏の思い出」を演奏しました。どちらの学年も慣れない正座に苦しみながらも、最後
まで集中し体験を終えることができました。

【異学年交流行事】                      ３年担任 岡田 徹

１月２７日（土）の２・３校時に異学年交流行事が

行われました。１・６年生は、凧作りと凧揚げ、３・

８年生は、長なわ(８の字ジャンプやダブルダッチなど)、
４・５・７年生は、百人一首に取り組み、交流をしま

した。上級生は丁寧な言葉遣いや、優しい笑顔で下級

生にルールや遊び方を教えてあげていました。下級生

も上級生に対して、教えてもらっていることへの感謝

の気持ちや、堂々とした態度への尊敬の気持ちをもち

ながら楽しく活動することができていました。また、たくさんの保護者の皆様にご参観してい

ただき、子ども達も励みになったと思います。なお、２・９年生（本の読み聞かせ）は、９年

生の進路対策を考慮し、３月３日（土）に延期しました。

【小中連合作品展】                       図工科 野村 典子

１月１９日(金) ２１日(日)の３日間、大井町
きゅりあんにて品川区連合作品展が開催されま

した。書写・技術・家庭科・美術・図工の作品が

展示されました。どの作品も子どもたちの思いが

こもった創造力豊かな作品でした。

本校の子どもたちの作品も思いがこもった個性

的な作品ばかりです。そのため区展に出品するた

めの作品選考には大変苦労いたしました。そんな

中、本校からは 70点余りの作品を出品しました。
 ２月には東京都展覧会が２月１３日(火) １８
日 (日)上野の美術館で開催されます。本校からも数点出品予定です。
是非、脚を運んでいただき、子どもたちのきらきらした感性に触れていただけたらと思います。

【推薦入試】                        ９年学年主任 山本 耕平

 ９年生の入試が本番を迎えています。１月には私立高推薦、都立校推薦の試験が終わり、す

でに進路の決定している生徒も出てきています。それぞれの試験に向けて、管理職による面接

練習や集団討論の練習をしてきました。また仲間同士が協力して力を高められるよう、休み時

間には自分たちで集団討論の練習をしている光景も見られました。

これからの私立高一般、都立高一般の試験に向けて学年全員が自分の進路に向けて努力して

います。仲間たち全員がいい結果を出せるよう、最後まで学年全員で協力して乗り越えていき

たいと思います。

<きゅりあん会場にて> 



学校ボランティア連絡用のQRコードを 

作成しました。お気軽にお問い合わせください。 

お願い１・・文化厚生委員会では、3月 2日に 3学期のベルマーク集計を予定しております。
運動会のエバヒラ太鼓で使用する太鼓を購入するために、現在 20万円まで集まり
ました。あと一息ですので積極的にご協力ください。

お願い２・・前期課程の 11月から 2月の帰宅時間は 16時 30分となっています。日の暮れるの
が早く、帰宅時間が遅くなりますと事故にもつながりますのでご注意ください。

稲作のお米の試食や品川かぶの収穫など、一年の活動が形になってきています。 

次年度に向けてより良い活動を、ボランティアの皆さんと一緒に進めてまいります。 

○学校花壇ボランティア：2 年生の品川かぶを、指導の大塚さんに来ていただいて収穫します。大変苦労

しましたが、これも良い経験として次年度につなげていきたいと思います。（２/８ ・4校時予定） 

5 年生の稲作で収穫したお米を家庭科の授業で試食します。当校初の稲作です。（２/２ ）

○図書ボランティア：月に１回の定例会を行い、ディスプレイの変更や情報交換を行っています。 

２月のディスプレイのテーマは、「雪だるまとバレンタイン」です。学校公開でご来校の際には、是非、 

メディアセンターのディスプレイもご覧ください。（定例会：１/１１・１/３１、次回は 3月予定） 

○茶道ボランティア：８年の茶道教室を１/１１（木）に行いました。次回は、２/１（木）今年度最後の

6 年生の茶道教室になります。茶道ボランティアの皆さん、学年の保護者サポート皆さんのお力をいた

だいて、年間 9回の授業が速やかに行われましたことに感謝します。ありがとうございました。 

＊学校公開では受付のボランティアを募集しています。 

ご協力をお願いいたします。 

１日(木) 茶道教室(6) 都立推薦発表(9)  
２日(金) 校外学習(7) 平塚すこやか園交流(3) 

３日(土) 地域清掃(5,7) PTA学年活動(3) 
５日(月) 全校朝礼 荏平合格塾(数) 
６日(火)  荏原保育園交流(1) 都立一般出願(9) 
７日(水) 校内研究⑧
８日(木) クラブ⑩ 十二単体験(8) にこ班(1-4)
９日(金) 第 3回漢字検定
１４日(水) 教育会研究発表会のため午前授業
１５日(木) 学校公開・作品展 音楽朝会

出前選挙(6)
１６日(金)  学校公開・作品展 租税教室(6) 

新入生保護者説明会

１７日(土) 学校公開・作品展 PTA学年活動(6) 
児童・生徒会役員懇談会

１９日(月) 学年団朝会 避難訓練
専門・中央委員会 荏原合格塾(数) 

２０日(火) 校内漢字検定(1-6) 
２２日(木) 音楽朝会・音楽クラブ発表会(1-6) 

にこ班ロング遊び(1-4) 
２３日(金) 都立学力検査(9) 社会科見学(5) 
２６日(月) 1-4,児童生徒会朝会
２７日(火) 定期考査⑤(5-9) 午前授業(5,6) 
２８日(水) 定期考査⑤(7-9)

品川教育の日のため午前授業(1-5,7-9)   
5時間授業(6) 

＊2月の行事予定 ＊ 

学校地域コーディネーターからのお知らせ 

★当たり前のことを当たり前にやろう★ 

２月の生活目標 



【若竹の学舎 ２月号 別添資料】

国語 読む、聞く、話す、書く学習を通して、平仮名、カタカナ、既習の漢字を定着させていきます。

算数 たし算、ひき算の意味を知り、計算の仕方を理解できるようにします。

市民科できるようになったこと、頑張ってきたことを振り返り、進級に向けての意欲を高めていきます。

国語
２年生で学習した漢字（１６０字）の書き取りを繰り返し行い、定着を図っていきます。
順序に気を付けて、話したり書いたりする力を伸ばしていきます。

算数
くり上がりのたし算やひき算を速く正しく正確に解けるように復習していきます。
かけ算九九を全員が正確に唱えることができるよう、繰り返し指導していきます。

市民科
自分や友達の良さに気付き、なりたい自分や将来の理想をもつことの良さを大切にしながら３年生に向けて
目標を立てていきます。

国語 既習の漢字の定着を図ります。音読、筋道を整えて書いたり話したりする力を伸ばしていきます。

社会
消防署や警察署の見学、学校内の設備を学びながら、自分の考えをノートに書いたり、話したりできるように
指導していきます。

算数 小数の計算や計算を正確に解けるよう、繰り返し指導していきます。

理科
自分の考えを課題に対して筋道を立ててノートに書いたり、周りの友達に話したりすることができるように指
導していきます。

市民科
「にこにこ班ありがとう給食」や「立志式」を通して、低学年のリーダーになる心構えを身につけることができる
ように指導していきます。

国語
既習の漢字の定着を図るために，ステップアップタイムを活用して小テストを行っていきます。
公的な場での話し方を身に付けさせるために，スピーチや音読，授業中の発言等の指導をします。

社会 各都道府県の県名と位置がわかるように，繰り返しテストをすることで定着を図ります。

算数
整数，少数のかけ算，わり算の計算のしかたや考え方を定着させるために，練習問題を増やしたり間違えた
問題を解き直したりさせます。

理科 論理的な思考を訓練として，実験の筋道のわかるノートづくりを意識させます。

市民科立志式に向けての心構えをつくっていきます。

５年
字形を整えて書くことの指導を徹底します。教科、ステップアップの時間を使い、これまでに習った漢字の習
得を目指します。

６年 目的や意図に応じ、的確に話す能力の向上を図ります。前期課程学習漢字1006文字の定着を図ります。

７年
目的や場面に応じ、構成を工夫して話す能力を育成します。
より深く文章を読む能力、根拠を明確にして書く能力の向上を図ります。
漢字や文法など言語能力の定着と向上を図ります。

８年
説明的文章を語句や表現の工夫に着目して、筆者のものの見方や考え方を読み取る力を養います。
文学的文章を主体的に読み、深く読み取り、自分の考えをもち他の人と話し合う力を養います。
漢字や文法など言語能力の定着と向上を図ります。

９年
入試に向けて、話し合い活動練習、小論文の書き方、問題演習を行い実践力をつけます。
3年間の学びを振り返り、まとめを行います。
漢字や文法など言語能力の定着と向上を図ります。

３年

４年

国語

各学年・教科の３学期重点項目

１年

２年

　校長の「平成30年度に向けての３学期の重点項目」の４、を踏まえ、各学年各教科における３学期の重点項目を提示します。



５年
日本の都道府県の位置を確実に覚えさせます。グラフや表など、社会的資料を読み取る力を身に付けさせ
ます。

６年
歴史上の人物42名や日本に関わる諸外国について指導していきます。進級テストの結果を受けて、定着が
不十分な点を個に応じて指導していきます。

７年 基礎知識の定着を図り、地理・歴史共に資料を活用する技能を身に付けさせます。

８年
受験に向けて地理と歴史の総復習を行います。地理は各地域の特色をまとめ、歴史は流れを確認するよう
に授業を進めていきます。

９年
受験で得点が伸びるよう、演習形式の問題を取り入れた授業を展開していきます。できなかった問題に対し
ては質問する時間を設けて、対策していきます。また９年間の総まとめとして論文を書き、これからの社会に
ついて考えさせます。

５年 既習事項の数の計算、測定、求積、作図などが正確にできるように指導します。

６年
小数や分数の四則の計算を正確にできるようにします。これまでに学習した公式の定着を図り、活用できる
ように指導していきます。また、品川区小中一貫教育 算数／数学科冊子 プラスαを活用し、「正の数，負
の数」について学習します。

７年
正負の数の計算、文字式の計算、一次方程式など、基本的な計算問題の定着を図り、８年生につなげてい
きます。

８年
基本的な計算問題の定着を図ります。また、都立高入試を見据え、証明問題がきちんと解けるよう重点的に
指導します。

９年
受験で点数が上がるように、授業で模擬テストを行います。特に、計算問題を解くことができるようにするた
め、繰り返し問題演習を行います。

５年 自然の特徴やきまりについて理解し、既習知識の確実な定着を目指します。

６年
実験や観察のルールの定着を図ります。振り返りに、自分の考えを含めた考察をノートにまとめる力を育て
ます。

７年
前期課程の学習内容を踏まえ、実験方法と理科用語の基礎基本を定着させるように、新しい内容について
小テストと復習問題の反復を指導していきます。

８年
電流と電圧の関係（オームの法則）、電熱線からの発熱量、電磁誘導など実験を通して理解を深めていきま
す。また、気象学の基礎を学び、日常生活に学んだことが活かせるようにします。

９年
入試に向けて、都立高入試の過去問などの演習を中心に行っていきます。高校の授業にも対応できるよう
に基礎基本の定着も目指します。また、高校の化学基礎の内容も学習します。

５年 アルファベット文字の定着と、既習語句を聞き取ることができるようにします。

６年
アルファベットの大文字、小文字を確実に書けるように指導し、曜日など簡単な単語のスペルの定着を図り
ます。簡単な挨拶や自己紹介を英語でできるようにします。

７年
一般動詞とbe動詞の違いについて復習し、canの応用、現在進行形、動詞の過去形などについて学びま
す。３人称単数現在形を用いて他者紹介を全体の前で発表できるようにします。

８年
動詞の過去形、不定詞、動名詞、比較、受け身など、受験でとても大切な文法事項を総復習します。また、
都立高入試に向けて自分の考えを英語で少しずつ書けるように練習します。

９年
入試に向けて、長文読解、英作文の演習を中心に行っていきます。３年間の総まとめとして、リスニング演習
やテーマに基づく会話練習によって、聴く力、話す力も伸ばしていきます。

５年
自己管理領域の基本的な生活習慣を身に付けさせるために、チェックシートを活用していきます。家庭学習
時間の確保に、ご家庭の協力もいただきます。

６年 前期課程修了に向けて、個に応じた将来設計のビジョンをもたせます。

７年
後期課程の開始から学習・生活の両方を確保し、生徒間でより良い人間関係を構築できるよう、継続して指
導します。

８年
鎌倉校外学習を通じ、文化創造面では企画力や実行力などを育み、人間関係形成面では班活動を通した
仲間との協力と、集団の一員としてのよりよい人間関係を構築させます。

９年
後期課程最後の学期、将来設計のまとめとして、自分の進路を確定させます。
後期課程３年間を振り返り、感謝の気持ちをもって卒業式が迎えられるよう、ボランティア活動や学年活動な
どを行います。
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