
 

 

 

 

 

 

   令和３年１０月１日  №．527 

            
 

オンラインをつなぐもの 
                                主幹教諭  半田 勝 

 

先月 25 日(土)は土曜授業。下校後のオンライン

ホームルームには多くのご家庭にご参加いただきま

した。特に低学年は 2 週間前に初めてタブレット端

末を自宅に持ち帰り、動画で接続確認したばかり。

今回のホームルームでは大きな問題を生じることな

く担任と交流ができ、ほっと胸を撫で下ろしました。 

先週から試験運用が始まったオンライン連絡シス

テムを含め、トライ＆エラーを積み重ねながら、各

家庭と学校をつなぐオンライン環境の構築に保護者

の皆様とチャレンジしていきたいと考えています。 

さて、この土曜授業で高学年は日本赤十字社の方

とオンラインでつながり、防災教育を実施しました。

6 つの部屋を多元中継で結びながら、「減災」をテー

マに講師の方と双方向で話し合い、画面越しに指示

を聞きながら新聞紙スリッパを作りました。 

また 4 年生の道徳授業公開では、学習支援ソフト

「ロイロノート」を活用する取組をご参観いただき

ました。自分の考えをタブレットに書き込んで提出

すると、手元の画面やスクリーンにクラス全員の意

見がリアルタイムで映し出されていきます。 

どちらもほんの数年前の教室では見られなかった

オンライン授業風景。今では杉七小のどの教室にも、

少しずつですが一歩一歩広がってきています。 

 

この環境の変化の中思い起こされるのは、昨春の

一斉休校です。先行きが見えないまま新年度を迎え

た私たち教員は、まだ会ったことのない子供たちが

書いたコメントに目を通し、自宅にこもって学習し

ている子供たちの姿をめいっぱい想像しながらコメ

ントを贈り、毎週の課題を作成したものでした。 

それに比べて教室というリアルな場で子供たちと

過ごせている今、学習や生活への喜びや期待、悩み

や不安に直接耳を傾けられる時間が、とても貴重な

ものに思えます。大人と子供、そして子供どうしの

心のディスタンスを日頃から密にしておくことが、

オンライン化の中でも豊かにつながっていける想像

力と安心感を培っていくのだと感じています。 

昨年 10 月、中教審は「令和の日本型学校教育」

が目指すものとして、子供たち一人一人の特性や学

習進度に応じた「個別最適な学び」と、学級やグル

ープの中での「協働的な学び」を示しました。 

杉七小はその実現に向け、一斉学習か個別学習か、

対面指導かオンラインかに偏ることなく、これまで

の実践にＩCＴを溶け込ませていく試みを子供たち

と始めたばかりです。 

ポスト・コロナ時代の「未来の学校」への想像を

膨らませつつ、「目の前にいる一人一人の心」に想像

を働かせることを出発点にしながら、学びをつなげ、

心を通わせる授業を積み重ねてまいります。 

杉並区立杉並第七小学校 

校 長  齋 藤 瑞 穂 
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卓球クラブ（多目的室） 

クラブ長 ６年 井上 譲 

僕たち卓球クラブは、４つのチームに分か

れて、練習や試合を行います。おたがいに教

え合って、とても上手になります。とても楽

しいクラブです。 

（担当教員 外山、大貫、星野） 

  

 

 

今年度は７つのクラブがあり、年間１０回の活動が予定されています。 

    クラブ活動を通して、自分の趣味を広げたり、異学年の友達と交流を深めたりすること 

 を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭科クラブ（家庭科室） 

クラブ長 ６年 橋爪 悠斗  

 家庭科クラブでは裁縫をします。ゴッドア

イというお守りやミサンガなどを作りまし

た。最後まで丁寧に作品を作っています。コ

ロナ禍ですがみんな協力し合い楽しく活動し

ています。  （担当教員 青木、井関） 

 

科学実験クラブ（理科室） 

クラブ長 ６年 佐瀬 美乃莉 

楽しいことを通じて科学を知ることができ

ます。これまで、顕微鏡での観察やシャボン

玉作りなどを行いました。安全に楽しむこと

をめあてに頑張っています。 

（担当教員 藤永、前川、中野） 

パソコンクラブ（パソコン室） 

クラブ長 ６年 高比来 咲桜  

パソコンクラブでは、自分たちで動画の撮

影や編集、アニメ作りなどをしています。学

年関係なく楽しむことのできるクラブです。 

 

（担当教員 吉田、安部） 

図画工作クラブ（図工室） 

クラブ長 ６年 玉野 瞳美   

図画工作クラブでは、1人 1人の個性を生かして、自由に工作をしたり絵をかいたりしていま

す。作った作品を鑑賞して良いところを伝え合い、楽しく活動しています。図工が好きな人はぜ

ひ図画工作クラブに入ってください。            （担当教員 川田、佐藤） 

屋外スポーツクラブ（校庭） 

クラブ長 ６年 岩田 彩翔 

屋外スポーツクラブでは、サッカー、野球、

リレー、ドッチボールを順番にやっていま

す。チームに分かれて楽しく笑顔で行ってい

ます。運動好きの人はぜひ入ってください。 

       （担当教員 高橋、山下） 

バドミントンクラブ（体育館） 

  クラブ長 ６年 野原 絢華 

私たちバドミントンクラブでは、前半に 2

人１組になって打ち合いをします。後半はダ

ブルスやシングルスで練習試合をします。終

わったらおたがいに反省点をアドバイスし合

います。ぜひ入ってください。 

（担当教員 増本、野崎、田邊） 



 

 

 

 

 

 

 

杉七タイム（総合的な学習の時間）の授業 

杉七タイムでは、タブレットを使って阿佐ヶ谷の七夕祭り

について調べています。ロイロノートを活用し、友達と情報

を共有しています。 

 １学期はタッチペンを使って、調べたことをロイロノート

に書き込んでいました。２学期からは国語でローマ字を習い、

少しずつタイピングの練習もしています。ローマ字で打てる

ようになってきたので、整った字体できれいにまとめられる

ようになりました。 

                           

 

理科 

                          「植物の育ち方」の授業では、植物の様子を

タブレットで撮影し、前回の様子と見比べて

います。写真を撮ることで、植物の葉の数や

色、茎の伸び具合を細かく調べることができ、

とても役に立っています。撮影に慣れてきた

子供たちは、みんなでいろいろな角度から撮

影して植物の成長や変化を楽しんでいます。 

 

いろいろな授業で 

国語や算数でも、タブレットを使用するようになりました。自分の考えをノートに書いてからタブレ

ットで撮影し、ロイロノートに送ると、みんなの意見とともにスクリーンに映し出されます。普段、挙

手をして発言することが苦手な子供でも、この方法を使うと自分の考えをみんなに伝えることができる

ので、表現することの苦手意識が軽減されているように思えます。また、クラス全員の意見の交流もで

きるので、学習もより深まります。 

これからもタブレットを有効に活用して、子供たちの学びを深めていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生 ＩＣＴ機器の活用 



 

 

 

 

１０月の生活目標 

「やさしい気持ちで生活しましょう」 

生活指導部 野崎 幹生 

「ありがとう」「ごめんなさい」「だいじょうぶ」「よ

かったね」などは「ふわふわ言葉」といって、気持ち

のよい人間関係をつくる上で大切な言葉です。やさし

い言葉を掛けることで、相手からもやさしい言葉が返

ってくるものです。 

今月は体育発表会が、行われます。友だち同士で、励

まし合いながら練習に取り組んできました。そのよう

な経験をその後の生活にも活かして、相手を思いやり

やさしい気持ちで生活していけるよう、見守っていき

ます。 

 

10 月の土曜授業 

   

１０月 2 日（土） 体育発表会  

学年ごとの発表になります。 

８：１５  ～  ８：２５ 登校（通常通り） 

８：４５  ～  ９：１５ ５年 

９：２０  ～  ９：５０ ２年 

９：５５  ～  １０：２５ ４年 

１０：３０  ～  １１：００ ３年 

１１：０５  ～ １１：３５ １年 

１１：４０  ～ １２：１０ ６年 

 ※今年度も保護者の方のみの参観とさせていただき

ます。 

※保護者の方の参観は、各家庭 2 名までです。 

※当該学年の発表のみ、公開となります。スムーズな入

れ替わりにご協力ください。 

・2 日（土）に実施できない場合 

  2 日（土）は休日となり、3 日（日）に行います。 

・3 日（日）も実施できない場合 

3 日（日）は登校し、4 時間授業。5 日（月）に体育発

表会を実施します。 

 

ご理解、ご協力、そして温かい応援のほどよろしくお願

いいたします。 

日 曜 行  事  予  定 

1 金 前日準備 

2 土 体育発表会 

3 日 （体育発表会予備日） 

4 月 振替休業日 

5 火 （体育発表会予備日）給食費引き落とし 

6 水 
特別時程 

集会（図書委員会） 

7 木 
安全指導 

口腔保健指導（6 年） 

8 金 
特別時程 

体育朝会（4 年） 

9 土 
 

10 日 
 

11 月 
委員会活動 

理科出前授業（6 年） 

12 火 

移動教室説明会 

特別時程 

生活科見学（2 年） 

13 水 研究授業（３年１組） 

14 木 視覚障害体験（4 年） 

15 金 
特別時程 

体育朝会（3 年） 

16 土 
 

17 日   

18 月 
クラブ活動 長縄週間始 

盲目のドラマー佐藤さんの授業（4 年） 

19 火 
 

20 水  

21 木 
避難訓練 

特別時程 

22 金 
生活科見学（1 年） 

体育朝会（2 年） 

23 土  

24 日   

25 月  

26 火 防災館見学（4 年） 

27 水 集会（集会委員会） 

28 木 
就学時健診 

特別時程 

29 金 
特別時程 

体育朝会（1 年） 

30 土  

31 日   

10 月 行事予定 
 


