
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月に実施した区特定課題調査の結果が出ましたので、

ご報告します。 

この調査は３年生から６年生までを対象に、前学年ま

での学習がどの程度身に付いたかを調査することを目的

としています。それぞれの学年の詳しい分析は、各学年便

り１０月号に掲載しました。ここでは、学力及び課題調査

から見て取れる本校児童のおよその傾向について報告を

させていただきます。 

本校全体の平均正答率を見ると、国語では全ての項目

において区の平均値を上回る結果となっています。昨年

度の調査で、本校全体の平均正答率が全ての項目で区の

平均値を下回ったことから、各学年が課題意識をもって

授業改善を行ってきました。その効果も少しずつ現れて

きていると考えられます。今後も継続して授業改善を行

い、学力の向上に努めていきます。 

今年度は、始業前の時間を利用して、週一回程度「言葉

の学習」に言語事項を指導したり、名文に親しんだりする

時間を設定しています。また、朝の会のスピーチや日記の

宿題などに取り組んでいる学年、クラスもあります。授業

以外の時間も有効に活用しながら、必要な力を付けてい

けるようにしていきます。 

ご家庭でも、宿題に出る音読や漢字、日々の読書などを

大切にしていただけると大変助かります。毎日の積み重

ねが必ず力につながります。学校と家庭が協力して子供

の学習をサポートしていけたらと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

算数では、全ての項目において区の平均値を下回る結

果となりました。 

本校では、３年より習熟度別の少人数授業を行ってい

ます。習熟度別でクラスを編成することにより、学力の実

態に合わせた授業の組み立てができ、子供たちがより学

習内容の理解を深めることができます。また、少人数で授

業をすることで、教員が一人一人の学習の様子を把握し

やすくなります。しかし、昨年度は、校内事情により、習

熟度別の少人数授業を実施できない期間がありました。

やはり、日々の授業の充実は大変大きな要素であり、上述

したことが今回の結果につながったことは否めません。 

今年度は、習熟度別の少人数授業の体制をしっかりと

整えるとともに、今回の結果が判明したあと、すぐに校内

で授業改善の研修を行いました。（国語においても行いま

した。）算数の授業では、学習したことを基に新たな問題

の解決を図っていきます。「どのように考えたのか」「な

ぜそう考えたのか」自分の考えの根拠を明らかにしなが

ら説明する活動を積み重ねていくことは、今回特に課題

であった「応用力」や「活用力」を伸ばすことにつながっ

ていきます。基礎基本の力をしっかりと定着させつつ、自

分の考えを表現し、互いに説明し合う場面を大切にした

授業作りを今後も進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 9 月２８日 

学校だより１０月号 

ＮＯ．５３４ 

杉並区立三谷小学校 

アクティブライフ（健康づくり）「みんなでつくるわたしのいきいき生活」運動推進中 

３０年度「区特定課題調査」結果について 

 

教務主任 川原田 徹 

国語 算数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災教育デー                      生活指導主任 大畑 伸悟 

 ９月８日（土）の防災教育デーでは、地域の皆様、保護者の皆様にご協力いただきありがとうございました。 

１、２年は、「まもるいのち、ひろめるぼうさい」という冊子をもとに防災教育。３年は、マンホールトイレや段ボ

ールハウスでの煙体験。４年は、三角巾やバンダナを使っての応急処置の実習。５、６年は AED の使い方の実習を

行いました。それぞれの学年で、貴重な体験をすることができました。 

 内閣府より出されている資料では、かなり高い確率で今後大きな地震が起こるとされています。また、地震以外の

自然災害も毎年のように起こっています。そのような状況にある中、今回のような防災教育を通じて、まずは、自分

自身の身を守る術を学習し、身に付けさせることが重要です。そして、実際の災害の際には、それを生かした行動が

できるように指導していきます。さらに今後、大人になっていく子供たちには、自分の身を守ること（自助）だけで

なく、家族や友人・隣人を助けに行くこと（共助）ができる大人になっていってほしいと願っています。 

 これらのことは、１日だけでは身に付くものではありません。本校でも、避難訓練などの防災教育を通じて、継続

的に指導をしていきます。児童と話をしていると、災害が起こった際に家族で集まる場所を決めている児童も、数年

前に比べると増えてきたなと感じています。まだ、決めていない五箇手がありましたら、実際に災害が起こったらど

うするか、どこに集まるのか、防災グッズは準備されているか、などをあらためて確認していただきたいと考えてい

ます。 

 

   

＊＊＊＊ 家庭学習にご活用ください。 ＊＊＊＊ 

東京都教育委員会では、児童の基礎的・基本的な学習内容の定着を図るため、東京ベーシック・ドリルをパ

ソコンやタブレット端末等に表示し、解答、採点することができる東京ベーシック・ドリルソフト（インター

ネット版）東京都教育委員会ホームページに公開しています。 

インターネット接続環境があれば、ご家庭でも学習に取り組むことができます。公開ページは、下記のとお

りです。 

東京都教育委員会のホームページ 

 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/manabiouen/basic_drill.html 

トップページ→学び応援ページ→確かな学力→東京ベーシック・ドリル 

              東京ベーシック・ドリル   検索  

 

 

 

～ お 知 ら せ ～ 

○運動会の開催連絡について 

 １０月６日（土）の運動会延期については、５日（金）に一斉メールとホームページでその旨を配信します。 

 

○１０月３１日（水）に６年の連合運動会が上井草スポーツセンターで行われます。実施の場合４時間授業と

なりますが、延期の場合、1 年生は５時間授業、２～６年生は６時間授業となります。 

連合運動会 下校時刻 

３１日に実施 水曜時程１～５年 ４時間授業 １：００ 

☆延期の場合 ３１日１０：３０に一斉メール及びホームページに掲載します 

３１日が延期 水曜時程  １年 ５時間授業 

    ２～６年 6 時間授業 

２：００ 

２：５０ 

11月１日に実施 水曜時程１～５年 ４時間授業 １：００ 

11月１日が雨天 特別時程１～６年 ４時間授業 １：００ 

 

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/manabiouen/basic_drill.html


３年生 

 ３年は、「エイサーサンヤ」というタイトルで沖縄

の伝統芸能「エイサー」に挑戦します。動きを揃え、

3 年生らしく元気に太鼓を打ち鳴らすことを意識し

て練習を重ねました。沖縄の風を感じるような、‘チ

ムドンドン’する（心を打たれる）踊りをお楽しみく

ださい。団体競技は「ヘルプ！SANYA つな引き」（追

いかけ綱引き）です。仲間を助けるため、一生懸命走

る姿、仲間と力いっぱい綱を引く姿にご注目くださ

い。 

まもなく『三谷小運動会』各学年の見どころ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４年生 

 ４年生は、表現種目「心を一つに全力で～千本桜

～」・個人種目「８０ｍ走」・団体種目「走れ・ひっぱ

れ棒引き」に出場します。「千本桜」は、ボーカロイ

ド初音ミクの曲を和楽器バンドがカバーしたことで

有名になった曲です。速いリズムに気を付けて表現

します。この他にも、応援団や選抜リレーに出場す

る子供たちもいます。これまで一生懸命に練習して

きた成果をぜひご覧ください。 

１年生 

１年のダンスのタイトルは「レッツゴー～未来

へ～」です。出だしのかっこよさと、リズムよく

歌に合わせて踊るキュートな姿を見てください。

笑顔と元気をお届けできるよう、一生懸命踊りま

す。団体競技の「チェッコリ玉入れ」では、かわ

いい振りと、玉入れを交互に行います。切り替え

の早さがポイントです。「５０ｍ走」も真っすぐ走

れるように、力一杯頑張ります。全力で取り組む

姿に、応援よろしくお願いいたします。 

５年生 

 「三谷ソーラン」では、各クラスの「リーダー」

を中心に、全員が団結して一生懸命練習を重ねてき

ました。ニシン漁をイメージした力強い踊りと元気

な掛け声が特徴です。短距離走はいよいよ「１００

ｍ走」に挑戦です。腕の振りやカーブでの体の使い

方を工夫しながら、全力でゴールを目指します。初

めての「騎馬戦」では、仲間同士がいかに互いを思

いやれるかが勝敗のかぎです。友達と支え合いなが

ら、赤組、白組、緑組、それぞれのチームの勝利の

ために作戦を考え臨みます。また、今年は係活動で

も活躍します。全力で取り組む５年生の姿に、大き

な声援をよろしくお願いします。 

２年生 

「One for all 一人はみんなのために」では、一

人一人が自分の動きを考え、行うことによって、

一つの表現となります。難しい技にも挑戦しまし

た。団体競技の「スーパー大玉リレー」では、チー

ムで協力して勝利を目指します。交代の時のハイ

タッチも見どころです。「５０ｍ走」では、位置に

着いた時の姿勢やスタートの仕方、中間走からゴ

ールまでそれぞれの動きを意識して格好良く走れ

るように練習しました。 

６年生 

「結～手と手を取り合って～」では、子供たち同士

のつながりを大切に、一致団結して練習してきまし

た。縦の動きから横に広がる動きに着目し、安全で

息の合った構成になっています。曲調の異なる７曲

の音源を用い、音楽に合わせて様々な組み技を行い

ます。１０人技の「人間起こし」では無音になり、子

供たちのかけ声と共に技を披露します。迫力あるダ

イナミックな動きに、ぜひご注目ください。 

最初は、慣れない技や動きに苦労することもあり

ましたが、互いに支え合い協力し合いながら、一生

懸命練習してきました。真剣に取り組む子供たちに、

熱い声援をよろしくお願いします。 

「走」の種目について 
１・2 年生では、スタートからゴールまで、まっすぐに、力いっぱい走り抜けることができるように練習しています。３・４

年生では、かけっこやリレーを楽しく行い、調子よく走ることができるように日々学習しています。特に、前後に大きく腕を

振ること、素早く走り始めること、まっすぐ前を見て体を前に傾斜させて走るように練習しました。５・６年生は、運動の楽し

さに触れ、一定の距離を全力で走ることができるように日々練習を重ねています。スタンディングスタートから素早く走り始

めること、状態をリラックスさせて全力で走るようにも練習をしました。また、男女の体格差が顕著になってきたため、より

公平性をもつために、高学年は男女別で走ります。 以上のような点も鑑みながら、「走」の種目をご覧いただき、子供たちへ

の応援をお願いします。 



 １０月の学校行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※SC…スクールカウンセラー来校日

  

日 曜 学 校 行 事 

１ 月 都民の日 

２ 火 運動会全校練習 

３ 水  

４ 木 安全指導日            SC 

５ 金 水曜時程 運動会前日準備 教育実習終 

６ 土 運動会 

７ 日  

８ 月 体育の日 

９ 火 振替休業日 

10 水 委員会活動 ラグビー授業（５－１・５－２） 

11 木 言葉の学習  スーパー見学（３年） SC 

12 金 外遊び  

13 土  

14 日  

15 月 全校５時間授業 

16 火 読み聞かせ・朝読書 避難訓練 

17 水 校内研究授業（３－３） 

18 木 言葉の学習            SC 

19 金 運動タイム          

20 土  

21 日  

22 月 
児童朝会（学年・学級） 
理科出前授業（５年） 

23 火 専門家派遣事業（６年・短距離走） 

24 水 ラグビー授業（４－１・４－２） 

25 木 水曜授業 就学時検診 

26 金 児童集会 交流給食        SC 

27 土 すぎなみウェルネスデー（長なわグランプリ） 

28 日  

29 月 児童朝会 クラブ活動 

30 火 読み聞かせ・朝読書  

31 水 連合運動会（６年） 

学校運営協議会 

平成３０年１０月２６日（金） 

１８：００～１９：００ 学校評価アンケート紹介

（２）                             

                             
 
 
 
 
 
 

 １０月６日（土）は運動会です。今年度は、赤、白、

緑に分かれての運動会になります。３色対抗になると、

勝敗に対する子供たちの思いがいつも以上に伝わって

きます。例年にも増して、係活動やリレーや応援団の練

習に熱が入り、朝から下校まで、校庭から、大きな歓声

が毎日のように聞こえてきます。今年は、これまで以上

の盛り上がりを見せてくれるはずです。 

さて、各学年この日のために、一生懸命練習に取り組

んできました。運動会は、練習から本番までを通じて、

体力や競技力の向上を図るのはもちろんのこと、安全な

行動や規律ある集団行動を身に付けたり、責任感や連帯

感を養ったりするという目標もあります。 

当日は、演技や競技の様子だけでなく、他学年の演技

を鑑賞したり応援したりする姿、学校のために活躍する

姿など、様々な視点から子供たちのよいところを探して

いただきたいと思います。このような一つ一つの学校行

事を行事だけに終わらせず、学習意欲の向上にもつなげ

ていきたいと考えます。 

 

１０月の生活目標は「落ち着いて勉強しましょう」で

す。この時期、学力調査の結果や考察も配布されていま

す。まずは、学習準備をしっかりとして、勉強に向かう

姿勢をつくること、そして、自分の苦手な教科や弱かっ

た項目について、具体的に目標を立てて克服していくこ

と。１年の折り返しの時期にあたる今だからこそ、ここ

で気持ちを切り替えてみてはいかがでしょうか。 

１０月の生活目標 

○落ち着いて勉強しましょう 

運動会当日 自転車で来校する皆様へ 

どんぐり山公園の駐輪スペースには限りがあります。整

列駐輪にご協力いただきますようお願いいたします。ま

た、近隣の迷惑にならないよう重ねてお願いいたしま

す。初めての試みでもあり、至らない点もあるかと思いま

すが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。   校長      

                                               


