
保護者・地域の皆様 

 

 

 

   

保護者および地域の皆様には、日頃より本校の教育活動に対して深いご理解とご協力をお寄せいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 学校では、一人一人の個性を生かしながら、誰もが明るく元気に学び生活できるようにとの願いをこめて、

日々全力で指導を行っています。子供たちも、一日一日熱心に学んでいます。さて、今回の学校公開では、

杉並区としても最も力を入れて取り組んでいる「ICTの授業への活用」をぜひ、ご覧いただくとともに、平

素の学校の様子、子供たちの学校生活の様子をゆっくりとご覧いただき、本校の教育の現状をより一層ご理

解いただきたいと思います。どうかお願い申し上げます。  

記 

１．期 日 

         平成２９年２月１７日（金）～１８日（土）  

２．学習・活動予定   

1７（金）４校時まで公開 

        （２,３校時のどちらかで各クラスICT活用を中心とした公開授業を行います。） 

        1８（土）３校時まで公開 

 

 

 

 

 

 

 

３．時程について 

 

 

 

 

 

 

 

４．お願い 

＊保護者の皆様の受け付けは、昇降口での混雑を避けるため、子どもたちの入室が完了する、８：２５頃か

らとさせていただきます。 

＊保護者の皆様は、西門からお入りください。 

＊児童の昇降口が受付となります。名簿に○印をご記入ください。 

＊上履きと下足入れ、名札をご持参ください。名札のない方 

は受付に用意してあるリボンをおつけください。 

＊自転車、バイク、自家用車等でのご来校はご遠慮ください。 

＊ビデオ、写真撮影は授業の妨げになりますのでご遠慮下さい。 

登校 

8:15～8:25 

 朝 

8:35～8:50 

１校時 

8:50～9-35 

２校時 

9:40～10:25 

３校時 

10:45～11:30 

４校時 

11:35～12:20 

17日(金) パワーアップタイム 公開 公開（ICT） 公開（ICT） 公開 

18日(土) 

繰り上げ時程 

パワーアップタイム 公開 公開 公開 

10:35～11:20 

（土曜補習） 

11:30～12:15 

平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ８ 日 

杉並区立桃井第五小学校 

校 長   丸 山  麻 雄    

平成２８年度 ３学期学校公開 

１７日(金)                    １８日(土)    

１，２，３年生 …５時間授業                全学年…３時間授業    

下校 2:35頃                下校 11:30頃 

４，５，６年生 …６時間授業             土曜補習… 下校 12:15頃 

下校 3:25頃 

 

  

 



 ≪ICT授業の予定≫ 
 

2月 17日（金） 
＊のある時間は ICT活用を中心とした公開授業を行います。 

○予定は学習の進度等によって変更になる場合があります。 

 
 年 組 １校時（８：５０～９：３５） ２校時（９：４０～１０：２５） ３校時（１０：４５～１１：３０） ４校時（１１：３５～１２：２０） 

１年１組 

中井川教諭 

生活（教室） 

「もうすぐ２年生」 

＊算数（教室） 

「かたちづくり」 

生活（教室・オープン） 

「むかしあそびをたのしもう」 

国語（教室） 

「どうぶつの赤ちゃん」 

１年２組 

小川教諭 

国語（教室）                   

「どうぶつの赤ちゃん」 

＊算数（教室） 

「かたちづくり」 

体育（校庭） 雨天：図工 

「体つくり運動」 

生活（教室） 

「もうすぐ２年生」 

１年３組 

岡本教諭 

国語（教室） 

「どうぶつの赤ちゃん」 

＊算数（教室） 

「かたちづくり」 

生活（教室） 

「もうすぐ２年生」 

音楽（第２音楽室） 

「音がくをたのしもう」 

１年４組 

村上教諭 

音楽（第２音楽室） 

「音がくをたのしもう」 

＊算数（教室） 

「かたちづくり」 

国語（教室）  

「どうぶつの赤ちゃん」 

生活（教室） 

「もうすぐ２年生」 

２年１組 

片桐教諭 

生活（教室） 

「自分はっけん」 

体育（体育館）                 

「ボールあそび」 

＊国語（教室） 

「スーホの白い馬」 
算数（各教室・新教室）         

「１を分けて」                

担任・少人数担当：吉田教

諭 

２年２組 

青木教諭 

国語（教室） 

「スーホの白い馬」 

音楽（第二音楽室）            

「音をあわせて楽しもう」 

＊生活（教室） 

「おもちゃづくり」 

２年３組 

田中規子教

諭 

体育（体育館）                 

「ボールあそび」 

＊国語（教室） 

「スーホの白い馬」 

音楽（第二音楽室）            

「音をあわせて楽しもう」 

３年１組 

松本教諭 

理科（教室） 

「ものの重さをしらべよう」 

体育（校庭） 雨天：国語        

「ラインサッカー」 
＊算数（各教室・少人数教

室） 

「□を使った式と図」           

担任・少人数担当：勝野教

諭 

社会（教室） 

「昔のものとくらし」 

３年２組 

大久保教諭 

国語（教室） 

「音訓かるた」 

体育（校庭） 雨天：国語        

「ラインサッカー」 

理科（教室） 

「ものの重さをしらべよう」 

３年３組 

原嶋教諭 

図工（教室） 

「ハッピー小物入れ」                                                                                                                 

図工（教室） 

「ハッピー小物入れ」                                                                                                                 

総合（パソコン教室） 

「パソコンに親しもう」 

３年４組 

伏江教諭 

図工（教室） 

「ハッピー小物入れ」                                                                                                                 

図工（教室） 

「ハッピー小物入れ」                                                                                                                 

社会（教室） 

「昔のものとくらし」 

４年１組 

佐藤教諭 

算数（各教室・少人数教室）                     

「分数の大きさとたし算、ひき

算」    担任・少人数担当：

勝野教諭 

＊国語（教室） 

「熟語の意味」                                                                                                                 

図工（図工室） 八田教諭           

「ビー玉コースター」 

図工（図工室） 八田教諭           

「ビー玉コースター」 

４年２組 

金教諭 

音楽（第一音楽室）松原教

諭           「リズム

にのって」 

＊国語（教室） 

「熟語の意味」                                                                                                                 

社会(教室) 

「他地域や世界とつながる東京

都」 

４年３組 

長沼教諭 

＊国語（教室） 

「熟語の意味」                                                                                                                 

音楽（第一音楽室）松原教

諭           「リズム

にのって」 

社会(教室) 

「他地域や世界とつながる東京

都」 

５年１組 

増岡教諭 

理科（理科室） TT：伊藤教

諭 

「流れる水のはたらき」 

＊理科（理科室）TT：伊藤教

諭 

「流れる水のはたらき」 

社会（教室）                  

「わたしたちの生活と環境」 

体育（校庭） 雨天：保健 

「ボール運動」 



５年２組 

長峯教諭 

家庭科（家庭科室） 野田教諭      

「寒い季節を快適に                

～あたたかい着方をさぐる～」 

雨天：保健(教室) 

家庭科（家庭科室） 野田教諭      

「寒い季節を快適に                

～あたたかい着方をさぐる～」 

雨天：保健(教室) 

＊国語（教室）                

「すいせんします」 

社会（教室）                  

「わたしたちの生活と環境」 

５年３組 

千葉教諭 

図工（図工室） 八田教諭 

「素材を生かして」 

図工（図工室） 八田教諭 

「素材を生かして」 

＊社会（教室）                  

「わたしたちの生活と環境」 

国語（教室）                    

「わらぐつの中の神様」 

６年１組 

上野教諭 

体育（校庭） 雨天：保健 

「ボール運動ゴール型」 

＊外国語（教室） 

「Hi  friends」 

理科（理科室） TT：伊藤教

諭      「てこのはたら

き」 

理科（理科室） TT：伊藤教

諭      「てこのはたら

き」 

６年２組 

田中博司教

諭 

外国語（教室） 

「Hi  friends」 

＊社会（教室）                       

「世界の中の日本」 

 家庭科（家庭科室）野田教諭     

「わが家へのおかずを作ろう      

～手作り切り干し大根の煮物～」 

 家庭科（家庭科室）野田教諭     

「わが家へのおかずを作ろう      

～手作り切り干し大根の煮物～」 

６年３組 

飯守教諭 

国語（教室） 

「カンジー博士の山登り」 

保健（教室） 

「薬物乱用の害」 

＊外国語（教室） 

「Hi  friends」 

体育（体育館）               

「跳び箱運動」 

  
 


