
 
保護者の皆様                                               令和 2 年１月 17 日 

杉並区立八成小学校 校長 押野 隆一 

学校公開のご案内 
 日頃より本校の教育に対し、ご理解とご支援を賜り感謝申し上げます。かねてよりご案内の通り、以下の日程で学校公開をします。 
1 月は 24 日（金）と、25 日（土）の２日間学校公開をします。25 日は、八成小震災救援所訓練と連携して実施します。お子様と一緒に訓練に参加してください。

たくさんの保護者の皆様のご来校をお待ちしております。                  

１月２４日（金）の各学級の授業予定と場所 

 １校時(8:35～9:20) ２校時(9:25～10:10) ３校時(10:30～11:15) ４校時(11:20～12:05) 給食 
（12:05 

～12:50） 

５校時(13:00～13:45) ６校時(13:50～14:35) 

教科 場所 教科 場所 教科 場所 教科 場所 教科 場所 教科 場所 

１－１ 算数 各教室 国語 教室 国語 教室 生活 教室 
 

生活 1～3 組 

 １－２ 算数 各教室 国語 教室 体育 校庭 国語 教室 生活 1～3 組 

１－３ 算数 各教室 生活 教室 体育 教室 国語 教室 生活 1～3 組 

２－１ 生活 体育館 生活 体育館 国語 教室 道徳 教室 算数 各教室 

 ２－２ 生活 体育館 生活 体育館 図工 教室 国語 教室 算数 各教室 

２－３ 生活 体育館 生活 体育館 国語 教室 図工 教室 算数 各教室 

３－１ 体育 教室 国語 教室 算数 各教室 図書 図書室 総合 教室 

 

３－２ 国語 教室 総合 教室 算数 各教室 体育 校庭 

雨天教室 
音楽 教室 

３－３ 国語 教室 体育 教室 算数 各教室 社会 教室 学活 教室 

３－４ 社会 教室 国語 図書室 算数 各教室 体育 校庭 

雨天教室 
道徳 教室 

４－１ 国語 教室 算数 各教室 理科 理科室 理科 理科室 図工 図工室 図工 図工室 

４－２ 国語 教室 算数 各教室 理科 教室 外国語 教室 体育 校庭 音楽 音楽室 

４－３ 理科 理科室 理科 理科室 総合 教室 社会 PC 室 算数 各教室 国語 教室 

４－４ 社会 教室 国語 教室 図工 図工室 図工 図工室 算数 各教室 総合 教室 

５－１ 総合 PC 室 国語 教室 

音楽 体育館 
「南極から学ぶ環境 
   いのちの学習」 

体育館 ５－２ 図工 図工室 図工 図工室 

５－３ 体育 校庭 

雨天教室 
総合 PC 室 

６－１ 社会 教室 国語 教室 総合 教室 算数 各教室 

「南極から学ぶ環境 
   いのちの学習」 

体育館 ６－２ 国語 教室 音楽 音楽室 理科 教室 算数 各教室 

６－３ 国語 教室 社会 教室 保健 教室 算数 各教室 

 ※お詫び  先日メールでもお知らせしましたが、平日公開の予定を 1 月とさせていただきました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
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1 月２５日（土）土曜授業の予定と場所 

<晴天時> 

 

<雨天時> 

 １校時(8:35～9:20) ２校時(9:25～10:10) ３校時(10:30～11:15) 

教科・単元 場所 教科・単元 場所 教科・単元 場所 

１－１   学活「じしんのときは、どうするの」 教室   

１－２   学活「じしんのときは、どうするの」 教室   

１－３   学活「じしんのときは、どうするの」 教室   

２－１   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

２－２   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

２－３   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

３－１   学活「こんなときどうする？」 教室   

３－２   学活「こんなときどうする？」 教室   

３－３   学活「こんなときどうする？」 教室   

３－４   学活「こんなときどうする？」 教室   

４－１   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－２   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－３   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－４   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

５－１       

５－２       

５－３       

６－１       

６－２       

６－３       

※上履きと入校許可証をお持ちください。 

※はちなり教室の公開は、お休みさせていただきます。 

 １校時(8:35～9:20) ２校時(9:25～10:10) ３校時(10:30～11:15) 

教科・単元 場所 教科・単元 場所 教科・単元 場所 

１－１     学活「じしんのときは、どうするの」 教室 

１－２     学活「じしんのときは、どうするの」 教室 

１－３     学活「じしんのときは、どうするの」 教室 

２－１   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

２－２   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

２－３   学活「もしものときはどうするの？」 教室   

３－１     学活「こんなときどうする？」 教室 

３－２     学活「こんなときどうする？」 教室 

３－３     学活「こんなときどうする？」 教室 

３－４     学活「こんなときどうする？」 教室 

４－１   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－２   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－３   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

４－４   学活「防災リュックの中身を知ろう」 教室   

５－１       

５－２       

５－３       

６－１       

６－２       

６－３       
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八成小震災救援所訓 

煙・起震車体験（校庭） 
 

八成小震災救援所訓 

煙・起震車体験（校庭） 
 

八成小震災救援所訓 

マンホールトイレ・ 

消火器体験（校庭） 
 

八成小震災救援所訓 

マンホールトイレ・ 

消火器体験（校庭） 
 

八成小震災救援所訓 

赤十字防災学習プログラム（視聴覚室・図書室） 
 

訓練準備体験 
八成小震災救援所訓 

AED 体験（体育館） 
 

八成小震災救援所訓 

・AED体験 

・あっせん物資 

・段ボール間仕切り 

・仮設トイレ 

 の見学（体育館） 

訓練準備体験 
八成小震災救援所訓 

AED 体験（体育館） 
 

八成小震災救援所訓 

赤十字防災学習プログラム（視聴覚室・図書室） 
 


