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令和４年度の教育活動について 

 

令和４年度の教育課程を下記のように編成しましたので、その概要をお知らせいたします。 

 

１ 教育目標 

 ○あたたかな心をもつ  ○すすんで学ぶ  ○さいごまでやりぬく 

 ○つよいからだをつくる 

 

２ 年間授業日数ならびに授業時数 

 令和４年度年間授業日数 令和４年度授業時数 標準授業時数（学習指導要領） 

１年 ２０５ ８９２ １/３  ８５０ 

２年 ２０５ ９４７  ９１０ 

３年 ２０５ １０１０ ２/３  ９８０ 

４年 ２０５ １０３７ ２/３ １０１５ 

５年 ２０６ １０３４ ２/３ １０１５ 

６年 ２０６ １０３８ １/３ １０１５ 

 ※この表の授業時数、標準授業時数は、行事時数やクラブ等の時数は含まれていません。  

 

３ １週間の授業時数 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 備考 

月  ５ ５ ６ ６ ６ ６  

火 ５ ５ ６ ６ ６ ６  

水 ４ ５ ５ ５ 

クラブ・委員会 

５ 

クラブ・委員会 

５ 

クラブ・委員会 

※１ 

木 ５ ５ ５ ６ ６ ６  

金 ５ ５ ６ ６ ６ ６  

（土） （３） （３） （３） （３） （３） （３） ※２ 

計 ２４ ２５ ２８ ２９ ２９ ２９ ※３ 

※１ クラブ活動は４年生以上の学年、委員会活動は５年生以上の学年が活動します。ただし、代表
委員会については、４年生以上の学年が活動します。 

※２ 土曜授業公開日は、６月から２月の第二土曜日です。（来年度２月の土曜授業日は祝日のためあ
りません。） 

※３ 最大限授業をしたときの１週間の時数を計上しています。 

 

４ 令和４年度の教育活動  

（１）主な行事等 

  １学期  始業式４月 ６日（水）、終業式 ７月２０日（水） 

  ２学期  始業式９月 １日（木）、終業式１２月２３日（金） 

３学期  始業式１月１０日（火）、修了式 ３月２３日（木）、卒業式３月２４日（金） 

  ・始業式・入学式   ４月 ６日（水）                    



  ・運動会         ５月２８日（土） 

  ・展覧会        １１月１１日（金）、１２日（土） 

  ・６年移動教室 （武石） ９月１２日（月）～１４日（水） 

  ・５年移動教室 （下田）１０月１９日（水）～２１日（金） 

  ・かしわ宿泊学習（岩井）１０月２４日（月）～２６日（水） 

   ※上記の日程は、新型コロナウイルスの感染状況などにより変更することがあります。 

（２）給食期間 

  ○給食期間の確保に努めています。１学期始業式と運動会、３学期修了式、卒業式以外の平日は実

施します。 

  ・４月 ７日～ ７月２０日の平日（１年生は４月１３日給食開始） 

  ・９月 １日～１２月２３日の平日  

・１月１１日～ ３月２２日の平日 

（３）地域訪問、家庭訪問、保護者会、個人面談 

  ・地域訪問 ４月１４日、１５日に設定します。（通常級は家庭訪問を行いません） 

  ・家庭訪問 かしわ学級のみ実施 

        ４月２５日、２６日、２７日、５月２日、６日 

  ・保護者会  低学年…４月１２日、１２月１２日、２月２８日 

中学年…４月１１日、１２月１３日、２月２４日 

高学年…４月 ８日、１２月１５日、２月２７日 

かしわ学級…４月１２日、１２月１３日、２月２７日 

  ・個人面談（通常級）…４月２５日、２６日、２７日、５月２日、６日  

 

（４）来年度の教育課程編成に向けた基本的な考え 

 これからの社会は、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新、人工知能の飛躍的な進化など予

測が困難な時代となってきます。これからの時代を生き抜くために、児童に新しい時代を切り拓い

ていく資質・能力をはぐくむことが求められています。心が豊かで、チャレンジ精神にあふれた自

主性、価値あるものに気付く感性、周囲の人々と円滑な人間関係を築く力など、知・徳・体のバラ

ンスがとれた「生きる力」を身に付けさせることが求められています。本校では「この学校に集う

児童、教職員、保護者、地域の人々が、みんな HAPPYになり笑顔があふれる学校を創る」ことに努

めます。 

そのために、教師は「児童の生命・人権を尊重し、公平で豊かな愛情を注ぐ」姿勢を保ち、児童

に寄り添った指導をします。また、集団規律を保つことが児童一人一人の安心感を生むと考えます。

教師が児童に判断基準を明確に示し、指導を積み重ねていくことを重視します。集団の規律を保ち、

児童に寄り添った指導を続けることがいじめの未然防止にもつながります。児童が安心して落ち着

いた学校生活を送ることができるように努めます。 

 ①「できた」「分かった」「やってよかった」の感動がある学校 

   学習指導要領では、「生きる力」を育成するために「何を学ぶのか」に加えて「どのように学ぶ

のか」「何ができるようになるのか」が重視されています。それらを通して「なぜ学ぶのか」とい

う学習の意義について児童自身がつかむことが必要です。このように主体的に学習に取り組む態度

を重視していくことが学力の向上につながり、最終的には、これからの「予測が困難な時代」にも

対応可能な「生きる力」を育てることにつながります。 

小学校は、児童が生涯にわたり学習の主体者として学び続ける基礎を培う場所です。児童に学習の構

えと集団行動の規律を身に付けさせ、落ち着いた学校生活を送らせること、基礎的な知識や技能、思考力、

判断力、表現力等を育み、主体的に学ぶ態度を養うことを目指します。また、「アクティブ・ラーニング」の学

習法を通して、主体的・対話的で深い学びの実現を目指します。また、タブレット端末や ICT機器を積極的

かつ効果的に活用し、分かりやすい授業に努めます。そして、学校に限らず「いつでも、どこでも」学べる学

習環境を積極的に整備し、21世紀型能力が身に付けられる各種の学びを提供します。 

  



②安全・安心・潤いのある学校 

豊かな人間関係は、人権尊重を基盤とし、社会の一員として生活する上で必要なルールを守り、

人と人との関わり合いを通して互いを理解し認め合うことでより深まります。そこで、道徳教育や

学年、学級経営の充実に努め、学校全体として人間関係を豊かにします。さらに、併設の特別支援

学級との交流や兄弟学年交流活動を意図的・計画的・重点的に推進することで、他者を理解する心

を育成します。また、全教職員が全児童の指導に当たることを基本とし、「練三小の児童のために」

を合言葉に連携を図り、教育活動を推進します。 

③家庭・地域・学校との「共育」活動を推進し、家庭・地域から信頼される学校 

公教育は、家庭・地域からの信頼の上に成り立ちます。教職員は、それぞれ専門職としての資質

向上のために、協力し合い、職層に応じた研修に励み合う学校を目指します。服務の厳正、「迅速・

誠実・適切」を心がけた接遇に努め、家庭・地域から信頼される学校を創ります。そして、教職員

同士がお互いの行動を観察し合い、体罰・不適切な行為を許さない風土を作ります。 

学校評価、日頃の家庭や地域の期待や思いを真摯に受け止め、保護者、地域、関係諸機関との連

携を図って開かれた学校づくりを目指します。未然防止を最優先するとともに問題が起きた時は迅

速に対応し、早期解決に努めます。 

 

（５）主な取組 

①基礎的・基本的な学習内容の習得 

学力調査などの結果より家庭学習の時間が課題として上がりました。年度初めに国語・社会・算

数・理科のシラバスを家庭に配付するとともに、スタートアップ週間を年間３回実施し、保護者と

連携して、家庭学習の習慣が身に付くようにします。また、タブレット端末内のドリルパークなど

を積極的に活用し学習内容の習得に努めます。 

また、令和４年度も継続して、タブレット端末を使用した学習を積極的に取り入れます。そして、

ＩＣＴが活用されるようになる時代、いわゆる「Society（ソサエティ）5.0」の時代を生きていく

児童にとって、必要な資質・能力を育成することを目指して、教育の情報化を推進します。    

②豊かなスポーツライフを目指す教育活動の推進 

 本校のよさの一つに、多くの教職員が休み時間になると子供たちと外に出て、一緒に遊ぶ姿が見

られます。教職員と一緒に体を動かす子供の姿は、とても嬉しそうで生き生きしています。 

学習においては、子供一人一人が運動の楽しさや喜びを十分に味わい「運動することが楽しい」

「もっとやりたい、またやりたい」と思える学習を積み重ねていくことが重要だと考えています。 

運動の日常化を図るために体育的活動として「チャレンジ月間」を行ったり、食への関心を高め

るための活動（皮むき体験や豆腐、味噌造りなど）をしたりします。また、保護者向けの食育教育

の講演会を実施し学校と保護者が一体になって児童の健康の保持増進と体力向上に努めます。 

③規範意識の醸成と規律ある態度の育成 

「挨拶」の習慣がとてもよくなってきています。他校の先生から、子供の挨拶について褒められ

うれしく感じています。来年度もさらに「挨拶」の指導に力を入れます。全校朝会や朝の健康観察

の時など、挨拶の方法や重要性について伝えていきます。また、生活指導部や代表委員会が中心と

なって挨拶運動を推進しコミュニケーションの第一歩である爽やかな挨拶が自然とできる子供を

育成します。 

学習面、生活面の基礎的・基本的な内容を「練三小スタンダード」にまとめ、確実な定着に向け

て全教職員で指導するとともに、家庭にも配付し、学校と家庭と連携して定着を目指します。 

 ④新型コロナウイルス感染予防対策の継続 

   新型コロナウイルスの感染予防のために日常的な感染予防策を徹底します。校内環境においては、

教職員による消毒作業を継続的に実施します。また、東京都教育委員会や練馬区教育委員会の指導

のもと、マスクの着用、可能な限りの身体的距離の確保、活動場所の十分な換気、活動前後の手洗

いなど基本的な感染予防を徹底した上で教育活動を実施します。学校行事や給食、清掃活動、調理

実習、音楽の学習などにおいても都や区のガイドラインに沿って対応します。 

   コロナ禍においても、子供たちが達成感や自己肯定感が味わえるように教職員が知恵を出し合っ

て教育活動を推進します。 

⑤タブレット端末の積極的な活用 

今年度は、研究主題を「タブレットを活用した学力向上」をとして研究を進め、タブレット端末

を「学習のツール」（学習道具）の１つとして調べ学習、学習のまとめ、習熟度に応じた個別学習、



写真や動画による記録などで積極的に活用してきました。また、授業場面での協働作業、学校から

の情報発信など、「児童と児童がつながる」「学校と家庭がつながる」「子供と保護者がつながる」

など、タブレット端末を通して「つながる」ことを大切に取り組んでいきます。学級閉鎖や感染予

防などで登校できない児童へもオンライン学習を迅速に開始してきました。 

尚、SNS使用に際しては、相手を傷付けたり、不快感を与えたりすることの書き込みや学習に関

係ない Webサイトの閲覧・利用、写真・動画の配信等、個人情報およびインターネット利用上のル

ールやマナーについて家庭と連携して徹底します。 

⑥兄弟学年交流活動の実施 

兄弟学年交流活動を年間８回程度実施します。兄弟学年は６年と１年、５年と３年、４年と２年

です。また、兄弟学年交流給食を年間３回計画しています。４～６年の上学年はリーダーとして、

１～３年の下学年はフォロアーシップを学ぶ機会として、相手意識・役割意識を明確にした交流活

動を行います。  

⑦いじめに対する未然防止の取組 

本校では、「練三小いじめ防止基本方針」に則って意図的・計画的・組織的にいじめの未然防止・

早期発見に努めています。具体的な内容として毎月、「みんななかよし」（いじめチェックリストを

全学年で実施）、いじめ防止標語の作成・掲示などの取組を行っています。「みんななかよし」には、

いろいろな子供の声が届きます。その声を管理職と教職員が共通理解し、「いじめの芽」を早期に

発見し、迅速に対応するように努めます。 

⑧相談体制のさらなる充実 

   スクールカウンセラーや心のふれあい員と連携して３～６年生の面談を実施します。年度初めに

ふれあい相談室の使用のガイダンスを実施し、児童にとってより身近で、安心できる場所にしてい

きます。また、教育相談週間として年間３回実施します。お子さんのことについて相談されたいこ

とがありましたら、この機会をご利用ください。 

⑨開かれた学校づくりの推進 

  教育活動を理解していただくために学校だよりを地域へ配付します。また、日々ホームページを

更新し、その日の出来事を紹介したり教育活動の取組について発信したりします。 

年間３回、学校評議員会を実施し、評議員の皆様に授業や行事を参観いただきご意見をいただく

外部評価の場を設けています。また、年間２回、学校評価を行い、児童や保護者・地域からの意見

や要望を集約し、真摯に受け止めるとともに教育活動に生かします。 

⑩学校図書館の活用の推進 

読書旬間を年間２回、読書月間を年間１回設定します。また、この期間の朝の時間には朝読書や

図書委員会・外部の方による読み聞かせの時間を設けます。貫井図書館や図書館支援員と連携した

図書館利用指導、ブックトーク・アニマシオン・ビブリオバトルなど本に親しむ活動、調査・探究

活動への団体貸出等の活用など、児童の読書意欲の喚起と学習支援を行います。 

 

（６）その他 

  ○「共育」活動をさらに推進 

   保護者の皆様には、練三の会やお父さんの会、安全安心ボランティアなどの諸活動で本校の教育

活動にご協力いただいているところです。また、地域の皆様からも新一年生への防犯ベルの寄贈を

始め交通安全指導やお祭り、親子スポーツ大会など本校の児童に対して温かく見守ってくださって

います。大変に感謝いたしております。 

今後もぜひ、セーフティ教室や情報モラル教室、食育講座、道徳授業地区公開講座など保護者の

皆様が参加できる会には、積極的にご参会いただきますようお願いいたします。来年度も、家庭・

地域との「共育」活動をさらに推進し、教育の質を高めてまいります。 

○学級編制替え 

来年度もクラス替えを実施します。「毎年のクラス替え」により、「子供たちに多くの関わり合

いをしてほしい」と考えているからです。小学校生活の６年間において、５回のクラス替えをする

ことによって、学年ほぼ全ての子供たちと関わることになります。多くの個性との出会いにより豊

かな心が醸成されると考えます。友達関係を再構築するのが大変だと感じる子もいるかもしれませ

ん。衝突もあるかもしれません。しかし、たとえつまずいたとしても、それを乗り越えていくこと

で力が付きます。大きく変化する将来の社会の中で「生き抜く力」が育つ「絶好の機会」と前向き

に捉えます。毎年の学級編制替えについてご理解いただきますようお願いいたします。 


