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   学びの可能性を広げていきます  

                         校長 金 森 孝 子                                           

9月中旬、3年生の教室では、大型テレビに映った iPadの画像を真剣に見ながら、自分の iPadの作業に取り

組んでいます。子どもたちは担任から一人ひとりメモをもらい、自分の iPadに数字を打ち込んでいました。私

が教室に入ってきたことに気付いた子が、私の耳元でささやきます。「校長先生、私の番号は〇〇〇〇。」「しっ

かり頭の中にメモしてね。でも私にも教えちゃだめだよ、秘密の番号だから。」子どもたちは I CT支援員の横山

颯亮先生に手伝ってもらいながら、パスコードと指紋を認証させる作業に取り組ん

でいたのです。誰もが慎重に、そしてとても嬉しそうに作業を進めていました。 

9月下旬、5年生のクラスでは、国語「たずねびと」の学習で、ロイロノートを

用いて考えたことを共有していました。「登場人物の心情の変化はどの場面で起こっ

たのだろう」という問いに、子どもたちは場面の展開を確認し、登場人物の前に現

れた「もの」や「人」に着目しながら、心情が変化したと考えた場面に根拠や理由

をまとめたカードを貼り付ける操作をしています。友達のカードにヒントを得なが

ら、自分の考えをまとめていく子どももいます。物語の全体像をとらえる学習とし

て、作業を容易に行える iPadを用いた取組に、学習の広がりと可能性を感じました。 

山田小学校は、9月から「端末持ち帰り試行校」として、学校と家庭が連携して

ICT教育を進めていくことになりました。子どもたちが端末を文房具のように扱う

こと、アプリを活用して基礎基本を定着させていくこと、授業と家庭学習がつなが

ることでの相乗的な効果、個に合った多様な方法での表現など、進捗を確認しなが

らよりよい活用について模索していきます。また、同時に、登下校時の持ち物の削減にも取り組み、学校で保管

しておくもの、家に持ち帰るものを整理し、iPadを毎日持ち帰る仕組みを整えていきます。充電など、ご家庭

で協力いただくこともたくさんありますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。                                
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【充電用アダプタ・ケーブルのシール貼り】 

 9月 10日（土）、14名の保護者の皆様にご協力いただき、「充電用アダプ

タ・ケーブルのシール貼り」を行いました。昨年度、国が進める GIGA スクー

ル構想のもと、一人一台端末の配当がありました。現在学校では、様々な学習

の場面で端末を活用した学びを行っています。今後は、学校だけではなく、家

庭での活用にも広がりをもたせていきたいと考えています。そこで、ご家庭に

持ち帰るにあたり、充電用アダプタとケーブルに学校名のシール（全校児童分）

を貼る必要があり、急な募集ではありましたがたくさんの保護者の皆様にお力

を貸していただきました。ありがとうございました。 

【スマホ・ケータイ教室】 

 9月 14日（水）、KDDIより講師の先生をお招きし、5・6年生を対象に「ス

マホ・ケータイ教室」を行いました。スマホ・ケータイ端末を始め、ゲーム機

やパソコンは、インターネット回線を介して様々な人と繋がります。便利で様々

な情報を得ることができる一方で、なりすまし等によるネット上での繋がりは

危険な場合もあります。講師の先生は、具体の場面を示しながら、潜む危険性

について分かりやすく教えてくださいました。是非、ご家庭でも話題にしてい

ただけたらと思います。               （副校長 間杉誠） 
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後期よりAとBの学校到着時刻を入れ替えます。家を出る

時刻や登校班の集合時刻をご確認ください。

前期終業式１０月 ７日（金）

後期始業式１０月１１日（火）
７日（金）で前期が終了します。「あゆみ」をお渡ししますの

で、前期の頑張りをぜひ認めてあげてください。意欲をもって

後期始業式を迎えてほしいと思います。

あゆみの見方についてのお知らせプリントを１年生に配付し

ます。他の学年については、学校のホームページに掲載しま

すので、必要に応じてご覧ください。配付、ホームページ掲載

ともに１０月３日（月）を予定しています。

茶封筒、表紙、ホルダー、委員会カード、クラブカードは、担

任までご返却ください。

運動会（山田スポチャレ） １０月１５日（土）

予備日 １０月１６日（日）
今年度は、２．３．５年生、１．４．６年生の組み合わせで、３

学年ずつ開催いたします。登校は普段通りで、下校時刻は全

学年１２：３０になります。詳細は９月２２日付のお便りをご覧く

ださい。

A 下根、徳持、殿谷戸、のちめ、コンフォール、地区外

B 城山、東山田4丁目、南山田

学校納入金引き落とし １０月２７日（木）

届出のあった口座より、学校納入金を引き落としします。引き

落とし日前日２６日（水）までに残高の確認をお願いいたします。

教育実習について
２名の学生さんが教育実習を行います。該当のクラスに限ら

ず、 教室に実習生が入る場合がありますのでご承知おきくだ

さい。

１０月１１日（火）～１０月２４日（月） ６年３組

１０月１１日（火）～１１月 ４日（金） ３年１組

１１月１６日（水）は都筑区一斉授業研究会のため、給食後
１２時５０分頃下校します。本校は「生活科・総合的な学習の
時間」を公開します。１年１組・５年２組は、授業を行うため１４
時４０分頃の下校となります。

翌週２１日（月）は、１年１組は４時間授業となり１３時１０分
頃の下校、５年２組は５時間授業となり１４時３０分頃の下校と
なります。



９月のふり返り 

1 年生 2 年生 

  

 

 

 アサガオの花が、たくさん咲きました。花を使っ

て、色水遊びをしました。きれいな色水になってと

ても喜び、大切に持ち帰りました。押し花をした

り、種の数を数えたり…。まだまだアサガオの学習

は続きます。また、虫も大好きな１年生。生活科の

時間だけでなく休み時間にも虫探しに行く子がた

くさんいます。 

 生活科で動くおもちゃ作りをしました。身近に

ある食品トレイやお菓子の空き箱、ペットボトル

などを利用して、思い思いにおもちゃ作りに取り

組みました。できあがったおもちゃを友達と一緒

に動かして楽しく遊びました。動く車やゴムの力

で飛ぶロケットがより遠く、より高く進むにはど

うしたらよいか、試しながら取り組んでいました。 

3 年生 4 年生 

 

 

 

 

 

 

 

  

 初めて理科の実験をしました。めあては、「ゴム

と風の働きについて調べよう」です。体育館や視聴

覚室で風の力やゴムの力を利用して、車を走らせ

ました。子どもたちは、夢中で自分の車を追いかけ

たり、記録した結果を友達と比べたりして、楽しく

遊ぶように学習しました。友達の結果を測って伝

えている様子やアドバイスをしている姿が見られ

ました。協同的に学ぶことで深い学びになってい

るようでした。 

 図工の「まぼろしの花」です。“まぼろし”って何

だろうとクラスで話し合い、イメージを広げて、それ

ぞれの花を表しました。色画用紙など紙の種類や大き

さは自由。紙粘土で種を作ってそこからどんな花が成

長していくか想像してから描く子もいました。ローラ

ーを使ったり、歯ブラシで絵の具を画用紙に飛ばした

りもしました。これまでの学習を生かし、いろいろな

手法でそれぞれのまぼろしの花を考えて描いている

様子は、とても楽しそうでした。 



９月のふり返り 

5 年生 6 年生 

  
 

 １０月の三浦宿泊体験学習に向けて準備・事前

学習が始まりました。夏休み前に実行委員を中心

に話し合って意見を集めたものをもとに、三浦で

の体験内容が決まり、全員で確認をしました。 

 宿泊体験学習では、一人一つ仕事をもちながら

活動します。初めての宿泊体験学習が子どもたち

にとって実りあるものとなるよう、学年全員で準

備を進めていきたいと思います。 

社会科見学で皇居外苑、国会議事堂、科学技術館

へ行ってきました。国会議事堂を目の前にした子

どもたちは、建物の大きさや広さに驚いたり、参議

院議場の厳粛さに息をのんだりとその迫力を全身

で感じている様子でした。１年ぶりの校外学習で

したが、時間やマナーを意識して行動することが

でき、１１月の修学旅行に向けてよいステップア

ップの機会となりました。 

個別支援級 「一年生を迎える会」 

2022.9.13 

総合防災訓練 

2022.9.5 

  

１時間目に１年１組、２時間目に１年２組を、

５・６組の教室に迎えて「１年生を迎える会」を行

いました。５・６組が作った「魚釣りゲーム」「風

で動く車ゲーム」で遊び、１年生みんなに楽しんで

もらいました。「５・６組の人、すごい！」「魚がキ

レイ！魚を上手に作っている」「おもしろい！楽し

かった！」等の声が１年生から聞こえました。今後

も交流を増やしていきたいです。 

２時間目、「総合防災訓練」を実施しました。今

回の避難訓練は、「校内のいろいろな場所にいて、

地震が起きた時の避難の方法」と「緊急地震速報が

流れてからの身の守り方、避難方法」を知ることを

ねらいました。月ごとの「避難訓練」と「総合防災

訓練」を重ねて実施することで、子どもたちは「ど

のように、どこから」避難したらよいかをよく理解

しています。有事の際にこの訓練が活かされ、落ち

着いて、臨機応変に動けるようにして欲しいと思

います。 

 

 

 

 

 


