
 

 

 

 

 

 

「アクションでかがやけ！志一の子」 

                                  校 長  松本 東代子 

１月、２月の給食の献立には、６年生や給食委員会のアイディアが取り入れられています。先月のカレー

ライスには、ミニカツが添えられました。放送の中で、給食・保健委員会の児童が、給食をしっかり食べ

て、丈夫な体をつくり健康に過ごしてほしいと呼びかけていました。また、５年生が「進級プロジェクト」

を計画し現在進めています。６年生を送る会の準備も各学年で工夫し取組を進めています。「楽しい学校」

は自分たちで創り出す。子どもたちが自ら考え、工夫し、行動する。子どもたちのやり抜く力を高め、アク

ションでかがやく姿を応援しています。 

さて、「いたばしの教育ビジョン研究奨励校」として生活科・総合的な学習の時間を中心に取組を進めて

きました。２月１７日に今年度の研究のまとめの会を行いました。今年度の成果と課題から学年ごとに単元

を振り返り、令和３年度に向け単元計画案を作成、検討しました。児童のアンケートから一部を紹介いたし

ます。 

１ 生活科・総合的な学習の時間は楽しいですか。               

                      
２ 「つなげタイム」について 
 

（１） いろいろな教科や時間での「つなげタイム」は楽しいですか。 

    「楽しい」３８％ 「少し楽しい」４２％ 「あまり楽しくない」１５％ 「楽しくない」５％    

（２） 「つなげタイム」で自分の考えをもって話を聞くことができますか。 

    「できる」４８％ 「少しできる」３８％ 「あまりできない」１３％ 「できない」１％ 

（３） 「つなげタイム」で自分の考えを発言することができますか。 

「できる」３８％ 「少しできる」３１％ 「あまりできない」２０％ 「できない」１１％ 

（４） 「つなげタイム」でよりよい考えを見つけることができますか。 

    「できる」４２％ 「少しできる」４３％ 「あまりできない」１３％ 「できない」２％ 

（５） 「つなげタイム」で何について話し合っているかが分からなくなることがありますか。 

    「ない」５３％ 「あまりない」３９％ 「少しある」６％ 「ある」２％ 

 

 
         

               
かんがえ がんばる やさしい けんこう！  志一の子 

           
「しみず学びのエリア」（志村第一中学校・志村第三小学校・富士見台小学校）

 

＜ 家 庭 数 配 付 ＞ 

令和３年３月１日(３月号) 

板橋区立志村第一小学校 

校 長  松本 東代子 

志一小だより 

「楽しい」「少し楽しい」を合わせると９１%になりました。  

楽しい理由について１・２年生のアンケートでは、 

第１位は、生き物探しや体験、見学ができること。    

第２位は、いろいろな人の話を聞けること。 

第３位は、協力して学習すること。 

３～６年生のアンケートでは、 

第１位は、グループで協力して学習できること。   

第２位は、実際に体験や、見学ができること。        

第３位は、意見を出し合い、学び合いができること。分からないとき自分で調べられることが挙げられ

ています。一方、「あまり楽しくない・楽しくない」に回答した９%の児童について、低学年では「調べて

分かったことや考えたことを発表することが好きだ」、高学年では、「考えを整理して分かりやすく説明し

ている」「情報を比較したり、結びつけたりしている」「もっと知りたいという項目に対し、書くことや発

表することに自信がもてる」の項目で「あまりあてはまらない・あてはまらない」に回答していることが

分かりました。 

61％
「楽しい」

30％
「少し楽しい」

8％ 1%



 

３ 総合的な学習の時間で取り組んだ『アクション』について 
 

（１） 今回の単元で行った『アクション』は楽しかったですか。 

    「楽しかった・少し楽しかった」９２％ 「あまり楽しくなかった・楽しくなかった」８％     

（２） 今回の単元で行った『アクション』は、学校や地域など他の人のためになったと思いますか。 

    「なった・少しなった」９４％ 「あまりならなかった・ならなかった」６％ 

（３） 今回の単元の『アクション』を行うことで、あなたは成長することができたと思いますか。 

    「できた・少しできた」８９％ 「あまりできなかった・できなかった」１１％ 

コミュニティ・スクール委員会、ＰＴＡ、保護者の皆様方をはじめ、スクールガードや見守り隊、地域の

皆様方にはこの一年間、本校の教育活動に対し、温かいご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

次年度も子どもたちの可能性を最大限に引き出し、未来につなげる教育を充実させていきます。 

 

「『つなげタイム』で自分の考えを発言することができますか。」の質問に「できる・少しできる」と

回答した児童の割合が昨年より３％増えました。 

「『つなげタイム』でよりよい考えを見つけることができますか。」では、肯定的な回答をした児童の

割合が昨年より４％増えました。 

「『つなげタイム』で何について話し合っているかが分からなくなることがありますか。」では「な

い・あまりない」と回答した児童の割合が昨年より１１％増えました。 

今年度、『つなげタイム』を充実させるために、「めあてを具体的に提示すること。」「板書は児童の

考えを整理し、その道筋を明確に残していけるように工夫すること。」の２点について、共通理解して取り

組みました。 

めあてを明確にすることや、思考ツール、図やイラスト化による板書の整理は、自力解決、自己決定、

集団で考えを練り上げていくことに役立ちます。また、この取組により比較できる資料やグラフの提示、

文と図表などを正しく対応させること、２つの文の意味が同一かどうか等、教師が読み解く力を支える基

礎的読解力の育成を意識して指導したことも大きな成果と感じています。 

「今回の単元の『アクション』を行うことで、あなたは成長することができたと思いますか。」の質問に

「できる・少しできる」と回答した児童の半数以上が「クラスで協力して活動を進める力が伸びたから」、

４１％が「自分から進んで活動する力が伸びたから」「取り組んだテーマについて、分かった事が増え、自

分なりの考えをもつことができたから」、３６％が「考えたり調べたりしたことを伝える力が伸びたから」

「見通しをもって計画を立てたり実行したりする力が伸びたから」と回答しています。この他、「様々な情

報や考えを整理したり分析したりする力が伸びたから」「学校や地域などのまわりの人と協力する力が伸び

たから」「学校や地域などのまわりの人にはたらきかける力が伸びたから」「地域について知ったり、好き

になったりしたから」等、かかわりを通して成長を実感することができた児童が多くいました。 

板書の仕方、資料提示を工夫したことや生活科・総合的な学習の時間の協働・学び合い・体験等から手応

えを感じていることが分かります。これらの積み重ねが、学校の「楽しさ」 

や「成長を実感する」ことに繋がっているのだと思います。 

次年度も引き続き、読み解く力の育成を基本とし、「主体的・対話的で 

深い学び」をめざして校内研究を深めていきます。なお、一人一台タブレ 

ットの活用についても本校の校内研究の中で考え、手立てを共有しながら、 

さらによりよい学習環境を整えていきます。 

 

 

 

令和３年度に向けた単元計画案の作成、検討会 



【令和３年度の主な学校行事について】  

 

１ 始業式・終業式・入学式・卒業式の日時について 
 

  ・１学期 始業式４月６日(火)   終業式７月２１日(水) 

  ・２学期 始業式９月１日(水)     終業式１２月２４日(金) 

   ・３学期 始業式１月１１日(火)    修了式３月２４日(木) 

・入学式  ４月６日(火)      卒業式３月２５日(金) 

 

２ 土曜授業プラン 
 

   以下の８回を予定しています。３密を避けるために１時間に参観できる人数を制限しようと考えてお

ります。詳細につきましては、新年度にお知らせいたします。 

    ・４月１７日   ・５月１５日   ・６月１９日   ・７月１７日   

   ・９月１８日   ・１１月２０日  ・１２月１８日  ・１月１５日   

 

3 保護者会 
 

  ４月２１日(水)・９月１０日（金） 

 

１・２学年 １３時４５分～  ３・４学年 １４時３０分～  ５・６学年 １５時１５分～ 

           

４ 個人面談 
 

  第１回 ７月２７日（火）～８月３日（火）  土・日を除く 

  第２回 １月１８日（火）～１月２８日（金） 土・日を除く 

 

５ 文化的行事・体育的行事 
 

      令和３年度の音楽会は、「学習発表会」と名称を変更し、７月の土曜授業プランの中で開催を予定し

ています。全校児童や保護者が一堂に会して行う形式ではなく、学年ごとに公開する予定です。 

運動会は、１０月を予定しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、３密を避けるた

め、内容や公開の方法について検討しています。１０月２日（土）に行い、４日（月）は、振替休業日と

する予定です。 

 

６ 移動教室 

 

    板橋区全ての学校が２学期以降、１泊２日で実施する方向で計画されています。 

  ・榛名移動教室(５年生) １０月１５日(金)～１０月１６日(土) 

  ・日光移動教室(６年生) １１月３０日(火)～１２月 １日(水) 

 

   

 ※予定は、変更になることもあります。詳細につきましては、令和３年度の学校便り、学年便り等で確認 

  をしてください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※避難訓練は予告なしで行います。 

※予定は変更になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

日 曜 主な行事 

3/1 月 ５時間授業（全学年） 火曜時程 

2 火 ５時間授業（全学年） 

3 水 ５時間授業（全学年） 安全指導 

4 木 ５時間授業（全学年） 

5 金 ６年生を送る会 ５時間授業（全学年） 

6 土  

7 日 校庭開放 

8 月 全校朝会（放送） お別れスポーツ大会（５・６年） 

9 火 委員会活動（最終） 

10 水 ５時間授業（全学年） 

11 木  

12 金  

13 土  

14 日  

15 月 全校朝会（放送）  

16 火 クラブ活動（最終） 

17 水 ５時間授業（全学年） 

18 木  

19 金  

20 土 春分の日 校庭開放 

21 日 校庭開放 

22 月 全校朝会（放送） 

23 火 給食終 家庭読書の日 

24 水 
修了式 卒業式予行  

１～５年２時間授業 ６年４時間授業 

25 木 卒業式 １～５年春季休業日始 

26 金 ６年春季休業日始 

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

31 水  

３月の生活目標  

 

１年間のまとめをしよう。 

スクールカウンセラー 

ご相談の予約は随時受け付けています。 

担任か養護教諭、副校長までご連絡くださ

い。３月の相談日は、４日（木）、１１日（木）

となっています。電話でのご相談も受け付け

ています。 （電話 ３９６０－８５６１） 

３月の行事予定 

見守り隊・スクールガードの 

皆様、ありがとうございます 

 

今年度も学校安全ボランティアの地域・

保護者の皆様には、子どもたちを交通事故

や不審者から守るため、見守りや見回り活

動を行っていただきました。ありがとうご

ざいました。今後ともよろしくお願いいた

します。新たにご協力いただける方も募集

中です。学校までご連絡ください。 

転出について 

４月までに転居・転出の予定がある方は、 

至急、担任までお知らせください。 

 

 

令和３年度初めの主な予定 
4月 6日（火）始業式 入学式 

7日（水）午前授業 

9日（金）２～６年給食始 

12日（月）１年給食始 入学式予備日 

   17日（土）土曜授業プラン  

３校時避難訓練（引き取り） 

 21日（水）保護者会（学年ごと） 

 

 

 

22日（木）社会科見学６年 

26日（月）地域巡り 

27日（火）地域巡り １年生を迎える会 

28日（水）遠足１・２年 

 

 

※日時は変更になる場合があります。 

 最新のプリント等でご確認ください。 

例年４月に実施しております「清水ファ

ミリーデー」は中止となりました。 


