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平成 30 年度「全国学力・学習状況調査」「都体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」について
副校長 中山 幸子
４月に６年生を対象に「全国学力・学習状況調査」が行われました。本調査は学力調査と生活習慣や学
習環境などについての児童への質問（57 項目）から成っています。学力調査は国語、算数、理科の三教科
で実施しました。問題は「主として知識に関する問題」と「主として活用に関する問題」で構成されてい
ます。本校の結果は、学力調査全てが東京都及び全国の平均正答率を上回っていました。東京都平均を上
回っている数値を教科別に見ると、国語は１～３ポイント、算数は５～11 ポイント、理科は２ポイントで
あったことから、算数が大きく上回っていることが分かります。しかし授業内容の理解、学習内容の定着
につながる「家で学校の授業の予習・復習をしますか」では東京都平均より 4.8 全国平均より 9.7 ポイン
ト下回っていました。予習・復習の習慣化を進めるとさらに基礎的・基本的な知識、技能の向上とそれら
を生かした対応力、問題解決能力の向上が期待されます。そのため、御家庭との連携をさらに深めて参り
ます。また、「地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか」では、全国及び東京都よ
り肯定的な回答が 5.4～10.1 ポイント上回っています。これは青少年育成上石神井地区育成委員会を始め、
しぜん探検隊等の皆様の継続した取組の成果と捉えております。
調査の目的は、調査を通して学習上の課題を把握し、授業改善や授業力の向上のために活用して、児童
の学力向上を図ることです。よりよい授業の実現と児童の学力向上に向けてさらに努力して参ります。
なお、詳細については後日、報告いたします。
「東京都児童・生徒体力運動能力、生活・運動習慣等調査」から（平成 30 年 10 月暫定値）
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体力テストは５月下旬に行われました。実施種目は、
「握力」
「上体起こし」
「長座体前屈」
「反復横跳び」
「20
ｍシャトルラン」
「50ｍ走」
「立ち幅跳び」
「ソフトボール投げ」の 8 種目です。上の表は、8 種目を得点化しそ
れを合計した数値です。数値が大きいほど総合的な体力があることになります。表から分かるように残念なが
ら「３年女子、５年女子以外は、全国及び東京都、練馬区を下回っている。
」という結果です。
「立ち幅跳び」
は１、２年男女及び４年女子以外は区平均を上回っており改善傾向にあります。これは大縄集会を年に２回実
施していることも成果の一因と考えられます。しかし、本校では「20m シャトルラン」が男女全ての学年で区
平均を下回っていることから、持久性を育む運動の検討が必要と考えます。また、
「反復横跳び」は５年男女以
外で区平均を下回っているため、俊敏性を高める遊びを取り入れるなどの工夫を行います。
今後も本調査の結果を体育授業の改善に生かして参ります。こちらの詳細についても、後日、報告いたしま
す。

１１月行事予定
1（木） 開校記念日（休業日）
2（金） たてわり給食・遊び
5（月） 小中合同挨拶運動始 学芸会特別時間割開始
クラブ
6（火） 5 時間授業
7（水） 就学時健診 4 時間授業 下校 12:45
8（木） 4 時間授業 4 年 3 組のみ研究授業のため 5 時間
授業
9（金） 避難訓練(煙体験 5 年) 学芸会会場準備(6 年)
小中合同挨拶運動終
10（土） 学校公開【金曜時間割 4 時間】
防災教室（6 年）
12（月） 校区別協議会 5 時間授業
13（火） クリーン活動（3・4 年）
15（木） クリーン活動（2・5 年）
インドネシア教員視察

16（金）クリーン活動（1・6 年）
20（火）給食費引き落とし
21（水）学芸会リハーサル時程
22（木）学芸会(児童鑑賞日)
23（金）学芸会(保護者鑑賞日）
【金曜時間割
5 時間】学芸会片付け（5 年）
26（月）振替休業日
27（火）
【月曜時間割】クラブ
28（水）4 時間授業 C 時程 下校 12:45

12 月行事予定
3（月）委員会
4（火）連合音楽鑑賞教室（5 年）
保護者会（1・2 年）
【５時間授業 1・2 年】
5（水）保護者会（3・4 年）
6（木）保護者会（5・6 年）
【５時間授業 5・6 年】
8（土）学校公開【月曜時間割 4 時間】地域
安全マップ作り（4 年）

１年はじめての遠足～小金井公園～
１０月１６日に、小金井公園に行ってきました。楽しそうに、ぴょんぴょん跳び続けていたふわふわドー
ム、ペアで滑ったそりゲレンデ、遊具がたくさんあるわんぱく広場など、爽やかな秋空の下、思いっきり遊
びました。その後は、お家の方が作ってくださったお弁当をおいしそうに頬ばっていた子供たちです。電車
の中でも話をせず、公共のルールをしっかり守ることができました。
✿ターザンロープで、いきおいがいっぱいついてかぜがふいてきもちよかったです。すごくたのしかっ
たので、ついさけんでしまいました。
✿おべんとうをいつもとちがうともだちといっしょにたべて、おかしもいっしょにたべてすごくたのし
かったです。みんなとえんそくにいくのは、はじめてですごくうれしかったです。またいきたいです。
✿こがねいこうえんでたのしいえんそくでした。わたしのたのしいおもいでができました。ふわふわが
とてもたのしかったです。なぜかというと、ふわふわは、トランポリンみたいにとびはねたりしてた
のしかったです。
✿そりをともだちとのって、えがおがでて、とってもとーってもたのしかったです。
✿わんぱくひろばで、かべをのぼるあそびがありました。すこしむずかしかったけれど、あなにあしを
のせて、てをあなにのせてしっかりつかんで、うえまでのぼりました。ローラーすべりだいで、とっ
てもスピードをだして、おもいっきりすべりました。とってもたのしいえんそくでした。

ふれあい相談室から
相談室は、みなさんが充実した学校生活を送れるようにお手伝いをするためにあります。困っているこ
✿
となどがあれば、気軽に利用してください。相談室の場所は、2 年 1 組の隣です。相談室だよりで、相談
室の開いている日をお知らせしています。相談できる時間については、中休み、昼休み、放課後（放課後
は保護者と先生の許可が必要です）ができます。予約の取り方は、担任の先生または直接相談員から申し
込むことができます。本年度はスクールカウンセラー山本と心のふれあい相談員の檀上が担当していま
す。どうぞよろしくお願いいたします。相談室では保護者の皆様からも相談を受け付けております。お子
様によりよい学校生活を送って頂くためにも、学校生活や学習、家庭での様子等、気がかりなことがござ
いましたら気軽に相談室を御活用ください。来室予約を取って頂けますと、ゆっくりとお話しすることが
できます。職員室（副校長）
、保健室又は担任の先生を通じてのお申し込みも受け付けております。
自己紹介
＜スクールカウンセラー＞
山本佳奈（やまもと かな） 臨床心理士
主に保護者の方の御相談や児童の相談を担当させて頂きます。必要に応じて専門機関との連携や医療機
関の紹介なども行います。どうぞよろしくお願い致します。
＜心のふれあい相談員＞
檀上広子（だんじょう ひろこ）
月・水曜日に勤務しております。主に児童の相談を担当しております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

１１月の生活目標

友だちと力を合わせよう

11 月の生活目標は「友だちと力を合わせよう」です。「力を合わせる」とは、学芸会を意識しての目
標でもあります。みんなが力を合わせて素晴らしい劇を作り上げることができるよう願っています。
さて、素晴らしい学芸会にするためには、学級学年の一人一人が互いのことを思いやり、認め合う心
が大切です。友達の良いところをたくさん見つけられるよう、言葉掛けをしていきます。
また、11 月は東京都全体で取り組む「ふれあい月間」です。この「ふれあい月間」を通じて、学校が
よりよい方向に向かえるように取り組んでいきたいと思います。御家庭でも話題にしていただければ幸
いです。

