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これからの社会に 

求められる学力 

副校長 萩原忠幸 
 

関東地方も梅雨が明けました。

真夏の日差しが降り注ぎ、校庭から

元気よく遊ぶ子どもたちの声が聞こ

えてきます。  

さて、先日６月２２日（金）、本校

では、「学びの質的改善につながる

指導法の工夫～ＩＣＴ機器の活用を

通して～」をテーマとし、都内を中心

とした教員を対象に東京都ＩＣＴ教育

環境整備支援事業の公開授業と

実践報告会を行いました。 

 平成３２年度から完全実施される

新学習指導要領では、子どもたち

に育むべき資質・能力として、 

① 生きて働く「知識・技能」 

② 未知の状況にも対応できる「思

考力・判断力・表現力等」 

③ 学びを人生や社会に生かそうと

する「学びに向かう力・人間性

等」 

の３つを挙げています。 

 そして、これらの資質・能力を培うた

め、「アクティブ・ラーニング」（授業を

受け身的な学習から活動的で能

動的な学習）につながる「主体的・

対話的で深い学び」の実現を目指

すことになりました。 

 これからの社会は、グローバル化・

情報化・少子高齢化など、よりいっ

そう複雑で激しく変化することが予測

されます。そして、そのような社会にお

いては、身の回りに生じる様々な問

題に自ら立ち向かい、その解決に

向けて異なる多様な他者と協働して

力を合わせながら、 

それぞれの状況に応じて最適な解 

決方法を探り出していく力をもった 

人材が求められます。 

 

  

また、情報技術や人工知能が急速

に進化する中で、様々な知識や情

報を活用しながら自分の考えを形成

したり、新しいアイディアを創造したり

する力も必要になってきます。 

本校の研究では、まさにこれから

の社会に求められる（学）力を子ども

たちに育むため、特に対話力と ICT

活用能力に焦点をあて、授業実践

に取り組んでいくことになります。 

 ２２日の報告会では、約１７０名も

の参観者がいましたが、子どもたち

は、タブレットパソコンをツールとし、

自分で考えた意見を積極的に伝え

たり、説得できるように構成を工夫し

たり、聞いた考えを活かしたり、主体

的・対話的に学習を進めていました。

また、６年生では、室町文化の特徴

を学ぶだけでなく、今も自分たちの生

活に受け継がれている文化があるこ

とに気付き、地域の方にインタビュー

を行うなど、深い学びを行っている姿

も見られました。 

 いずれにしても、これからの阪本小

の教師集団は、一方的に知識を教

え込む受動的で指導者中心の学

びではなく、「どのように学ぶか」を今

まで以上に問いながら、一人一人

の子どもに実際の社会で活用でき

る資質・能力を育成していくことにな

ります。 

 

 

※学校閉庁日のお知らせ 

８月１３日（月）～８月１７日（金）

の５日間は学校の業務を閉じさせて

いただきます。 

 

＜教育相談日＞毎週火・金曜にｽｸｰﾙ

ｶｳﾝｾﾗｰが相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ７月行事予定 

1 日  

2 月 
委員会 良い歯の講話 

安全指導 

3 火 
音楽鑑賞教室（6年） 

水道キャラバン（4年） 

4 水  

5 木 
学力向上を図るための調査(５

年) 

6 金 中国児童交流会 

7 土 学校公開 コレド阪本 

8 日  

9 月  

10 火 
避難訓練 

全学年５時間授業 

11 水 全学年 4時間授業 

12 木 
こころの劇場（6年） 

学校保健委員会 

13 金 
全学年 5時間授業 

特別支援学級指導終わり 

14 土  

15 日  

16 月 海の日 

17 火 
食育（5年） 航空写真撮影 

全学年 5時間授業 

18 水 
全学年 5時間授業 

スマイル保護者研修会 

19 木 
給食終 

都小音研（4,5,6年） 

20 金 終業式 夕涼み会 

21 土 夏季休業日始 

22 日  

23 月 夏季水泳① 

24 火 
夏季水泳② 

館山事前検診（5年） 

25 水 館山臨海学園始（5年） 

26 木  

27 金 館山臨海学園終 

28 土  

29 日  

30 月 夏季水泳③ 

31 火  
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４年柏学園セカンドスクールについて 

４年担任  

「もっと柏学園にいたかった。」 

「友達と、夜話して楽しかった。」 

「自転車が乗れるようになってうれ

しかった。」 

６月１３日から１５日までの２泊３

日、柏学園セカンドスクールに行っ

てきました。天気にも恵まれ、計画

通りにすべての活動を行うことがで

きました。 

運動会が終わってから、部屋割りや

係を決め、係ごとに目標を立てたり、

計画したり・・・セカンドスクールが

楽しくなるために、準備することが

できました。柏での３日間は、時に

は友達とけんかしたり、悩んだりし

たこともありましたが、自分たちで

考え、判断して生活できました。 

また、今年度が最後になる予定の３

校合同（城東小学校・常盤小学校）で

の宿泊は、合同の活動もあり新しい

友達を作ることもできました。 

とても充実し、成長できた３日間と

なりました。 

 

＜セカンドスクールの３日間＞ 

【１日目】 

・出発式 ・入園式 

・３校合同室内レクリエーショ

ン 

・阪本小室内レクリエーション 

【２日目】 

・３校合同スポーツテスト 

・阪本小屋外レクリエーション 

・元南極観測隊の方による授業 

 「南極の話」 

【３日目】 

・はがき（手紙を書く） 

・校長先生による道徳授業 

 「きよみちゃん（いじめについ

て）」 

・退園式 ・帰校式 

 

様々な経験のできたセカンドスクー

ルの子どもたちの声です。 

 

みんなと前よりも仲良くなれたこと

が心にのこりました。五年生のたて

やまも、係などをがんばりたいと思

います。 

 

食事係でした。さいしょは分からな

かったけどあとからできるようにな

り、さいごは、楽しくできました。 

 

楽しかったことは、３校合同レクで

す。わけは、いろいろなやり方でほ

かのチームと勝負をしたからです。 

 

サイクリングが楽しかったです。サ

イクリングのあとのおふろは、きも

ちよかったです。そのあとの牛にゅ

うタイムも楽しかったです。 

 

３校合同でのレクリエーションでた

くさんの友達ができてうれしかった

です。 

 

柏学園では、給食がおいしかったで

す。中でも１番おいしかったのは、

カレーライスです。また柏学園に行

きたくなりました。 

 

柏セカンドスクールでは、サイクリ

ングで３．６ｋｍ近くまでこぎまし

た。南極の話では、マンモスのいた

ころの氷を見ました。 

 

生活係でした。みんながふろをあが

ったあとに体をふくのですこしたい

へんでした。でも楽しかったです。 

 

柏にいって楽しかった事はサイクリ

ングです。サイクリングではてがぬ

まのほうにいきました。とても楽し

かったです。 

 

柏学園でとまるのは、初めてだった

のできんちょうしたけれどねたらき

んちょうしなくなって楽しい気もち

になりました。 

 

 

 

１年 プール開きについて 

 

わたしは 12ｍと 25ｍをもっともっ

とはやくおよげるようになりたいで

す。 

わたしはもぐりをがんばりたいです。 

 

わたしは、ぷうるで 1 きゅうめざし

ておよぐのがたのしくなりたいです。 

 

わたしは、みずのなかでもぐれるよ

うにがんばりたいです。 

 

ぼくはけのびで 25 めーとるおよぎ

たいです。 

 

ぼくはせおよぎのてをがんばりたい

です。 

 

わたしは、1 きゅうにいきたいです。 

 

ぼくは、8 きゅうになってけのびが

できるようになりたい。 

 

ぼくはぷうる

で 8 きゅうにな

りたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


