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ICT活用で学校はどう変わった？ 
副校長  伊藤 規義 

立春が近づき、６年生は卒業に向けて準備が本格的になり、１年生から５年生も次の学年への進級へ向け

まとめの学習を頑張っています。 

さて、１月１４日の道徳授業地区公開講座には、たくさんの保護者・地域の皆様にご参観いただきまして誠にあ

りがとうございました。教員は「考え・議論する道徳」を目指して、夏休み等を活用して研修会を年間３回実施す

るなど準備をしてきました。どの学級でも、児童の多様な意見を引き出し、思いや考えについて話し合う時間

を大切にしました。授業後には、開かれた学校づくり協議会と共催で民間企業認定講師を招聘し、「スマホ・ケー

タイ安全教室」を開催しました。スマートフォンや携帯電話は使い方を一歩間違えると大変なことに陥ってしまう

ことを、具体的な事例を紹介しながらわかりやすくお話しして頂きました。参加者からは、「SNSの怖さを知り

ました。子供とスマートフォンの利用の仕方について話し合ってみます。」というご感想をいただき、SNS利

用について親子で考えるよい機会となりました。 

 今の子供たちは、生まれたときからスマートフォンやタブレット端末など様々な ICT 機器に囲まれて生活し

ています。１０年、２０年先には更に ICT 技術が発達して、現在では考えられないような社会になっている

ことと思います。そんな社会を生き抜いていく力を育成するために、学校でも指導を進めています。学校がど

のように変化しているのか、いくつかを以下にご紹介いたします。 

【授業での ICT の活用】：タブレット端末、大型ディスプレイ、デジタル教科書 

児童は、主に教科書・ノートの他に『タブレット端末』を使って授業に取り組

んでいます。タブレット端末は、辞書のように調べ物をしたり、自分の考えを書

き込んで友だちと考えを交流したりすることもできます。「いろいろな方法で調

べられる。」「まとめたものを見せ合うのが楽しい。」と好評です。各教室には、

『大型ディスプレイ』が設置されていて、『デジタル教科書』を活用して、教科

書の内容をわかりやすく拡大して掲示したり、友だちの考え方などを映してお互

いの考えを議論したりしています。 

【家庭学習での活用】：リモート学習、AIドリル 

学校に登校できない場合は、タブレット端末を使ってリモート学習を行ってい

ます。家に居ながら学校の授業に参加することができます。授業を一方的に観る

だけでなく、画面を通して意見を発表するなど、双方向のリモート学習もできま

す。宿題には『AIドリル』を活用しています。「キュビナ」というアプリ使って

ドリル問題に取り組んでいます。「ヒントが出るから自分でどんどん解ける。」

「間違いを復習することができる。」と意欲的で、児童一人一人の習熟度に合っ

た最適な問題が出題され、効率的に基礎的な力を伸ばすことができます。 

【保護者との連絡等での活用】：Form出欠席連絡、学校メール・Home、 

学校の欠席連絡は、今まで電話や FAX、連絡帳を使っていましたが、１月から『Google Forms』を使った連

絡方法に変更しました。保護者様からは「時間や場所を選ばず連絡ができるため便利」と好評をいただいてい

ます。また、急ぎのお知らせ等は現在「学校メール」を使って保護者・地域の皆様に連絡をしています。５月

からは「欠席連絡」と「学校メール」の機能を合わせもった「C4th Home&school」というアプリを使った連絡

方法に変わります。さらに今年度は学校評価アンケートをペーパーレス化し、Google Forms を使ってアンケ

ートに回答して頂けるよう変更いたしました。これまで同様に高いご回答をいただいております。 

このように、学校では様々な場面で ICT を活用しています。しかし、一番大切にしたいことは人と人の心

の関わりです。ICT を上手に利用することで児童と教員が直接関わる時間を生み出し、子供たちが健やかに成

長できるよう、一人一人の児童にしっかりと向き合い、支援していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タブレットを利用した授業】 

 

【大型ディスプレイを使って説明】 
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「全校席書会」 

国語担当  能城 遥 
１月１１日と１２日に席書会、１月１４日から校内書き初め展を実施しました。 

 １年生は「お正月のあさ」、２年生は「うれしいお正月」の題目の文を硬筆で取り 
組みました。練習を重ねて、マスの中心を意識して書いたり、文字の大きさをそろえ 
て書いたりすることができるようになりました。当日は、どの子も最後の文字まで 
集中力して間違えずに書くことができました。 
３年生は「お正月」、４年生は「美しい山」、５年生は  

「希望の朝」、６年生は「夢の実現」と毛筆で大きな条幅 
紙に書きました。墨の量や筆の使い方に気を付けながら、 
とめ・はらいや文字のバランスを考えて取り組みました。 
 最後の一画まで集中して書いている姿に最高の作品を書 
き上げようとする意気込みが感じられました。 

 
 

「道徳授業地区公開講座」 
道徳担当  長妻 真理 

1月１４日に道徳授業地区公開講座が行われ、1年生は「はしの上のおおかみ」、２年生は「まいごのす

ず」、３年生は「絵はがきと切手」、４年生は「わたしのいのち」、５年生は「母とながめた一番星」、６年生

は「その思いを受けついで」の授業を行いました。 

今回の授業を通して、「親切・思いやり」、「友情・信頼」、

「生命の尊さ」を改めて考えることができたと思います。  

また、授業後は民間企業認定講師を招き、「スマホ・ケー

タイ安全教室」の講演および意見交換会がありました。ス

マートフォンや通信機能があるゲームの安全な使い方に

ついてご家庭でも再度確認していただけたらと思います。 
 
 

「英語教育アドバイザー・ＡＬＴ」 
外国語担当  吉野 崇 

５，６年生外国語科や３，４年生外国語活動の学習では、英語教育アドバイザーやALTが来校して授業

でデモンストレーションや発音の助言などをしています。アドバイザーやALTのコミュニケーションの方

法は、全て英語のみで進めています。分からない言葉を質問するときにも、子供たちは既習の英語を使って

質問することで、英語力を高め、慣れ親しむことができるようになっています。 

本物の英語の発音を聞くことが、子供たちの英語に対する意欲を高め、自分から積極的に取り組もうとす

る姿につながっています。アドバイザーや ALTとのやりとりからから、子供たちは会話を楽しむだけでな

く、自然と言語能力を身に付け、外国の文化にも触れることができます。 
 

２年生「ＪＲ出前授業」 
                                       ２年担任  新戸 秀哉 

  1月２６日、ＪＲ北千住駅長様をはじめ１９名の JR職員の皆様にご来 

 校いただき、出前授業を実施しました。３年前から行っている企画ですが、  

子供たちにとって素晴らしい経験となりました。 

  駅員さんの１日や、電車や駅を利用する際のマナーについてクイズ形式

で説明していただきました。また、実際の機材に触れることで、今まで何

気なく見ていたものを身近に感じることができました。「非常停止ボタ

ン」を押した時の大きな音を聞き、本当に危険なときに押すものだと実感

しました。「社内放送体験」では、聞いたことのあるフレーズに子供たち

から感激の声が上がりました。出前授業を通して、電車や駅に対する子ど

もたちの意識や興味・関心が高まる様子が見られました。 

 

席書会の様子 
 

校内書き初め展 
 

児童の話合いの様子が書かれた黒板記録 
 

ＪＲの職員の皆様による出前授業 



 

「足立区小学校スポーツ大会」 
「ミニバスケットボール大会」                                体育的行事委員会  越川 祐太郎 

１１月２７日に５・６年生の選手によるミニバスケットボール大会の予選会が３年ぶりに行われました。

短い期間の中で選手全員が集中して練習に取り組みました。パスやシュート、動き方などの技能はもちろ

ん、審判や相手チームへのあいさつや礼儀なども身に付けました。 

一人一人が力を発揮し、男女ともに決勝トーナメント進出まであと一歩と、練習の成果を発揮して素晴ら

しい試合を行うことができました。 

「サッカー大会」                                         体育的行事委員会  万年 耕輔 

サッカー日本代表がドイツ、スペインといった強豪国に勝ち、ベスト 16に進出した「ワールドカップ」 

 の直後、5・6年生の希望者で編成されたチームが「足立区小学校サッカー大会」へ向けて練習を始動しま

した。惜しくも決勝大会に進出することはできませんでしたが、大会を通じて、友達同士で積極的に教え合

ったり、励まし合ったりする姿、難しいことや強い相手にも果敢に挑戦する姿が見られました。 

 

「クラブ活動見学」 
   特別活動部  髙橋 信行 

１月１８日に、３年生はクラブ活動見学を行いました。 
クラブ活動の特長「４・５・６年生が仲よく活動する」「好きなこと・やりたいことが同じ仲間と活動す

る」「自分たちの力で活動を進める」を学級で確認し、見学したいところをそれぞれが決めて見学しました。 
 一輪車や科学の実験や卓球など、普段の授業ではやらない活動に目を輝かせ、高学年の友達の姿に驚いて
いました。後半は体験したいクラブに行き、イラストを描かせてもらったりダンスを教えてもらったりしま
した。 
クラブ活動見学後の振り返りでは「早くク

ラブを始めたい！」「バスケットボールクラ
ブを作りたい！」と来年度が待ちきれない様
子でした。 
さらに、１月２３日からの週には、各クラ

ブのクラブ発表会があり、３年生は体育館で
その他の学年はリモートで発表を聞きまし
た。 
これから、クラブを設立したり所属を決定 

したりする活動が始まります。３・４・５年 
生の活躍が楽しみです。 

 

「委員会活動」 
特別活動部  秋山 恵太 

本校では５・６年生による委員会が９つあります（代表委員会は４年生を含みます）。それぞれの委員会

が学校をよりよくするために「自分達ができること」を考え、活動しています。 

例えば、本校の玄関には、代表委員会が全校児

童の力を結集してお花紙で作り上げた校章が飾

ってあります。運動委員会では、体力向上を目指

し「なわとびチャンピオン決定戦」を企画しまし

た。集会委員会では、今は全校児童が集まること

ができないことを考え、タブレットを使って動画

を配信するなどの工夫をしています。 

  その他の委員会でも、様々な活動が意欲的に 

 行われています。それぞれの委員会の子供達が 

力を合わせ、千寿第八小学校を盛り上げていま 

す。本校の素晴らしさは、子供たちの手によっ 

てつくられています。 

 

クラブ発表会 「ダンスクラブの実演」「イラストクラブの紹介」 

なわとびの練習に励む児童 
代表委員会 

「先生ありがとうプロジェクト」の 
メッセージカード 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

【課 題 詩】２月の課題詩は、大倉雅恵 作「いのち」です。「わたしはたくさんの人に守られて生きている」
「わたしはいのちのもつ強さに守られて生きている」‥‥という詩の言葉の意味を味わって読ん
でほしいと思います。 

【土 曜 授 業】２月４日の土曜授業は、今年度最後の土曜授業参観日です。4年生は「二分の一成人式」を実施
いたします。 

【生活時程の内容変更】コロナ禍で３年間、１，２，３年生と４，５，６年生に分けて休み時間の校庭遊びを実施してい
ましたが、感染症拡大が少しずつ落ち着いている現状を踏まえ、校庭遊びが少ない実態があるた
め、２月２０日（月）より全校一斉の外遊びを再開します。下校時刻の変更はありません。 

【令和 5年度行事予定】令和 5年度の主な学校行事予定は、学校便り３月号でお知らせいたします。 

 
 

 

スクールカウンセラー来校日  

 
１日   ２日  ８日  ９日  

１５日  １６日 ２２日 

  放課後補充教室  

【１・２年】 
６日 １０日 １３日 １６日 ２０日 ２７日 
【３・４年】 
７日 １０日 １３日 １７日 ２１日 ２７日 
【５年】 

７日 １０日 １３日 ２１日 ２７日 
【６年】 

７日 １０日 １６日 ２１日 ２７日 

     １００８キッズ  

【１年】 
８日 １５日 17 日 

※17 日保護者会のため特別に実施 
【３・５・６年】 

８日 １５日 
 

【２・４年】 
３日 １０日 １７日 ２４日 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 水 

S 時程 読書月間・ふれあい月間（始）   
J タイム クラブ活動 
クラブオリエンテーション（３～５）  
チャレンジタイム（１・２・６） 

１５ 水 
S 時程 J タイム 音楽朝会（３・４） 

体力つくり（１・６）チャレンジタイム（２・５）  

２ 木 

S 時程５時間授業（１～３） 
S 時程６時間授業（４～６） 
なかよし班計画（高）朝読書（低） 
新一年生入学説明会 15：00～（体育館） 

1６ 木 

授業公開・保護者会（３～５：５時間授業） 

音楽朝会（１・２）体力つくり（３・５） 

チャレンジタイム（４・６） 

３ 金 体育朝会（低）朝読書（高）  １７ 金 

授業公開・保護者会（1・2：５時間授業)   

劇団四季芸術鑑賞教室（５） 

音楽朝会（５・６）体力つくり（２・４） 

チャレンジタイム（１・３） ALT 来校 

４ 土 
土曜授業 二分の一成人式（４） 

外遊び（高）朝読書（低） 
１８ 土  

５ 日  １９ 日 地区対クリーン作戦 

６ 月 児童朝会 ２０ 月 児童朝会 避難訓練  

７ 火 体育朝会（高）朝読書（低）  ２１ 火 ６年生を送る会 チャレンジタイム 

８ 水 
S 時程４時間授業 なかよし班活動（２・４）

チャレンジタイム（１・６）朝読書（３・５）  
２２ 水 

S 時程 J タイム クラブ活動⑩ 

朝読書  

９ 木 
S 時程 なかよし班活動（３・５） 

チャレンジタイム（２・４）朝読書（１・６）  
２３ 木 天皇誕生日 

１０ 金 
安全指導 なかよし班活動（１・６） 

チャレンジタイム（３・５）朝読書（２・４）  
２４ 金 児童集会 

１１ 土 建国記念の日 ２５ 土 
足立区小学校合唱・合奏研究演奏会 

（金管バンド出演） 

１２ 日  ２６ 日 あだっちボール大会（本校会場） 

１３ 月 
児童朝会 

奉仕活動・保護者会（６：５時間授業） 
２７ 月 児童朝会 

１４ 火 
S 時程 ６年生を送る会を成功させよう集会（１～５）

メッセージカード作成（６） 
２８ 火 

交通安全教室（２・３・４） 

読書月間・ふれあい月間（終） チャレンジタイム 

 

【２月の行事予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
じょうぶな体をつくりましょう。 【２月の生活目標】 


