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みんなで取り組む「ＳＤＧs」 

副校長  伊藤 規義 

 ９月に校内作品展として、夏休み中に取り組んだ自由研究を各教室前の廊下に展示しました。児童一人一人

が興味関心に応じたテーマを決めて４２日間の夏休みに取り組んだ作品で、どれも児童の思いがこもった力

作ばかりでした。たくさんの作品の中で、今年数多く見られたのが「SDGｓ」に関係する自由研究でした。「着

なくなった洋服をリメイクしたバッグ」、「海や川の生き物についての研究」、「水素エネルギーについての研

究」、「リサイクルについての研究」、「空き瓶や旅行先で拾った貝などでつくった作品」、「戦争のない平和な世

界についての研究」など、さまざまなテーマの自由研究があり、最近はテレビ番組や書籍でも数多く紹介さ

れ、児童の関心の高まりを感じました。 

SDGsは、「Sustainable Development Goals」の頭文字で、持続可能な開発目標と訳されています。最近は

「サスティナブル」という言葉でよく耳にします。2015 年 9 月の国連

サミットで加盟国の全会一致で採択され、2030 年までに持続可能でよ

りよい世界を目指す国際的な目標です。17 のゴールと 169 のターゲッ

トから構成され，地球上の「誰一人取り残さない」ことをテーマとして

世界全体で取り組むもので、日本も積極的に取り組んでいます。 

 本校でも今年度、教育内容や教育方法について「持続可能な開発目標」

SDGs の理念や１７のゴールをもとに見直し、その達成にむけた具体的

な教育を立案し実践することにしました。その一部の活動について紹介

します。 

〇環境学習教室 

 ３年生から６年生を対象にゲストティチャーを招いて環境学習出前講座を実施しています。この学習を通

して足立区が取り組んでいる「地球にやさしいひとのまち」の実現を目指します。３年生「おもちゃで学ぶ！

SDGs」、４年生「海ごみってなーに？落語でオモシロ楽しく学ぼう！」、５年生「プログラミングで海の SDGs」

「ほんとうにこわーい！気候変動」、６年生「気象予報士と一緒に、大雨へのそなえを考えよう！」 

〇給食の残菜ゼロの取組 

食べ物を残さず食べることも SDGs達成への貢献につながります。世界で貧困や飢餓が発生している一方で、

先進国では食品が大量に廃棄されている現実があり、SDGsの目標 12「つくる責任つかう責任」では食糧に関

する具体的なターゲットが設定されています。本校の児童は給食もよく食べて、いつも残菜はとても少ないで

すが、さらに意識を高めるために年２回「もりもり給食ウィーク」を設定して残菜ゼロを目指して取り組んで

います。 

〇なかよし班活動 

１年生と６年生、２年生と５年生、３年生と４年生がきょうだい学年を組織して、異学年の班を作り、一緒

に遊ぶ活動をおこなっています。みんなで仲よく上級生が考えた楽しい遊びをしています。それがどうして

SDGsにつながるのだろうと疑問に思う方もいると思います。SDGsは環境だけでなく、豊かな社会も目指して

います。１７の目標の中に「ジェンダー平等を実現」、「人や国の不平等をなくそう」、「平和と公正をすべての

人に」とあり、世界の人々が多様性を尊重していくことが大切にされています。身近な人と仲よくすること

で、いろいろな考え方の人々が共存する社会を実現することができます。 

 

 「SDGs」と聞くと、難しいように思えま

すが、電気や水道・ガスの無駄遣いに気を

付けるなど、身近にできることがたくさん

あります。ゴミを分別して捨てる、みんな

と仲よくする、食べ物を残さず食べること

も立派な SDGsです。自分でできそうな SDGs

を見つけて、無理のないように取り組んで

いきましょう。 本校で行っている、他学年との交流活動 

 

 

画 像 

http://www.adachi.ed.jp/adeigh/


 

「４・５年生 環境学習」 
 

【４年生】                                    ４年担任  青栁 倫江 

環境専門家の井出迫義和さんと、落語家の三遊亭ばん丈さんを招き環境学習を行
いました。始めに面白い落語を聞き、子供たちは大笑い。落語の楽しさを知りまし
た。落語「海のゴミ問題」では、主にゴミとなったプラスチックが環境に与える影
響を知りました。人がポイ捨てしたゴミだけではなく、風に飛ばされてしまったビ
ニール袋や人工芝がマイクロプラスチックとなり魚が誤食してしまっていること
や将来的にマグロやサケなどの魚が絶滅してしまう可能性があることを知りまし
た。「レジ袋はもらわないようにする。」「今日知った話を家族や友達に伝える。」な
ど海の環境をよりよくするためにも自分たちにできることを考えました。 

【５年生】                                 ５年担任  万年 耕輔 
日本財団「海と日本プロジェクト」の講師を招き、海の SDGsについて学習しま

した。私達が便利な生活を送るために多くのプラスチックを使っていること、その
プラスチックは自然の中では長い年月をかけても分解されず、マイクロプラスチッ
クとして海に流れ着いていることを知りました。このマイクロプラスチックを海洋
生物が誤食してしまうことや環境悪化により海洋生物の個体数が年々減少してい
ることについて、プログラミング学習アプリ「スクラッチ」を使い体験的に学びま
した。海の豊かさを守るためにも。一人一人が自分に出来ることを考え、行動に移
すことが大事だと考えることができました。  

 
 

「５・６年生 社会科見学」 
【５年生】                                  ５年担任  大場恵里子 
  ９月１５日の午前中は、キャリア教育の一環として、キッザニア東京で
職業体験をしました。消防士となって消火活動をしたり、お笑い芸人にな
ってショーに出演したり、楽しみながら様々な仕事について学びました。
秋を感じさせる気持ちよい気候の中、施設前の広場でおいしいお弁当を食
べ、午後は、日本科学未来館で、最新テクノロジーや地球環境など、様々
な科学技術に触れることができました。「公共の場でのマナーを守る」と
いうもう一つのめあても意識して行動することができ、実り多き一日とな
りました。 

【６年生】                                 ６年担任  杉山 貴 
  ９月２７日の午前に国会議事堂に行きました。国葬の日で安全面で心配しまし
たが、とても静かな雰囲気の中で見学することができました。議事堂の中を回り
ながら、社会科で学んだ内容を想起する子供たち。「ここで国会が開かれているん
だ」「議員の方の座席は決まっているんだね」「法律を決める話し合いはどのよう
にして行われているのか見てみたい」などの声が聞かれました。もしかすると一
生で一度きりの国会議事堂見学。子供たちの思い出がまた一つ増えました。 

 
 

 「２・３年生 国際理解教育」 
２年担任  新戸 秀哉 

９月２２日に国際理解教育の一環で、ガーナからお越しいただいたラッキー先生とアフリカンパーカッ

ションのワークショップを行いました。素晴らしい歌と踊りを披露しながら登場したラッキー先生と、用意

された打楽器を前に、子供たちは楽しそうに授業に臨みました。 

学級ごとにパート分けをし、それぞれの楽器の音色を組み合わせて１つの音楽

を作りました。マラカスやギロ、ジャンベという打楽器などを代表の児童が演奏

し、他の児童も拍手でリズムを取ることで、全員が作り出す音が体育館いっぱい

に広がりました。 

授業後半には音楽に合わせてダンスをしたり、「子供たちが元気にくらせますよ

うに」と願いが込められた歌をラッキー先生に披露してもらったりと、ガーナの

音楽や文化に親しむことができました。 
 



３年生 「学年活動 親子ボッチャ大会」 
 ３年担任  長妻 真理 

9 月１０日の土曜授業参観日に、学年活動で親子ボッチャ大会を各学級一時間ず
つ行いました。今回は墨田区スポーツ推進委員協議会の指導員の方を講師としてお
招きし、ボッチャのルールや投球の仕方、試合の進め方を教わりました。なかなか思
うように白色のジャックボールに近付けることができませんでしたが、慣れてくる
とだんだんと上手に投げられるようになってきました。試合は、白熱した試合でどの
チームも楽しく行うことができました。 

  親子の仲や保護者同士の交流の深まる楽しい時間になりました。ＰＴＡ学年学級
の皆様、ありがとうございました。 

 

３・４年生 「eネットキャラバン」 
４年担任  荒井 佳太 

３・４年生は、インターネットの安心・安全な利用のために、オンライン動画を使
っての学習を行いました。インターネットは生活に欠かせないとても便利なものです
が、使い方を間違えてしまうと「ネット依存」「ネットいじめ」「誘い出し・なりすま
し」「ネット詐欺」等、人を傷つけてしまう危険な凶器となってしまうことを学び、
一人一人がこれからどんなことに気を付けて使っていかねばならないのかを考える
時間となりました。ご家庭でも、日常の使い方について話し合う場を設けていただけ
ればと思います。 

 

「学力向上に向けて」 

学力向上委員会主任  青栁 倫江 

令和４年度足立区学力向上に関する総合調査の通過率（２～６年） 

  2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 全校 

国 

語 

本校平均 

通過率(％) 
98.8 96.2 93.5 92.0 88.2 93.7 

区平均 

通過率(％) 
86.9 86.8 83.7 79.6 78.6 83.1 

算 

数 

本校平均 

通過率(％) 
94.2 98.7 92.2 90.0 92.6 93.5 

区平均 

通過率(％) 
92.5 88.0 85.4 74.7 81.5 84.4 

（※通過率･･･区が定めた目標とする点数を通過した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国学力・学習状況調査（６年）正答率の比較 

教科  令和３年 令和４年 

 

国 語 

本校平均(％) 75 78 

都平均(％) 68 69 

全国平均(％) 64.7 65.6 

 

算 数 

本校平均(％) 81 71 

都平均(％) 74 67 

全国平均(％) 70.2 63.2 

 右のグラフは、観点別正答率のグラフです。国語・算
数の思考・判断・表現が大きく区平均より上回っていま
す。知識・技能は、区平均よりも上回っているものの、
思考・判断・表現のように大きく上回っていないため、
今後はしっかりと知識・技能が身に付くような授業展開
の工夫が必要であると考えます。 

左の表は、「令和４年度足立区学力向上
に関する総合調査」の通過率です。ほとん
どの学年で通過率が９０％を上回り、全体
的に本校児童の学習定着度は高いと言え
ます。国語・算数ともに平均通過率が区平
均通過率を大幅に上回っています。個別指
導や繰り返しの学習を行いながらさらな
る学力向上を目指していきます。 

60

80

100

120

140

【国語】知

識・技能

【国語】思

考・判断・表

現

【算数】知

識・技能

【算数】思

考・判断・表

現

観点別正答率(全国比)
校内平均

区平均

観点別正答率の全国値を100としたときの校内平均と区平均の割合

上の表は、６年生が実施した「全国学力調査」の結果です。国語は都・全国平均を大きく越えています。
算数も全国平均を大きく上回り、学力向上に向けた取組みが成果としてきていると考えます。今後も、一人
一人への丁寧な指導を継続していきます。 
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【お知らせ】 

・１０月の課題詩は、与田凖一 作「ぶどう」です。「ぶどうのように・・・」という作者の思いを読み取り、暗唱

を通して、人と人との繋がりを大切にする心を育んでほしいと願っています。 
 
 

 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 土 都民の日（足立区民の日） １６ 日  

２ 日  1７ 月 児童朝会 環境学習(5)   

３ 月 読書月間（始） 児童朝会  １８ 火 
音楽朝会（３・５）体力つくり（１・６） 

チャレンジタイム（２・４）  

４ 火 
Ｓ時程４時間授業(1～5) 連合運動会(6)   

連合運動会励ます会（全） 
１９ 水 

Ｓ時程 J タイム クラブ活動 避難訓練 

音楽朝会（２・４）体力つくり（３・５） 

チャレンジタイム（１・６）  

５ 水 
Ｓ時程 J タイム 委員会活動  

チャレンジタイム（全） 
２０ 木 

笑顔プロジェクト「プロなわとびプレーヤー出前教室」（全） 

音楽朝会（１・６）体力つくり（２・４） 

チャレンジタイム（３・５）  

６ 木 
Ｓ時程４時間授業(４日が雨天時の場合、６年生のみ６時間授業) 

連合運動会予備日(6) 体育朝会（全） 
2１ 金 中学年遠足（３・４） 朝読書（全） 

７ 金 前期終業式 ２２ 土  

8 土  ２３ 日  

９ 日  2４ 月 避難訓練予備日 児童朝会 

１０ 月 スポーツの日 ２５ 火 
校内研研究授業(5) S 時程４時間授業（５年以外） 

チャレンジタイム（全） 

１１ 火 学校公開始 後期始業式 安全指導 ２６ 水 
Ｓ時程 J タイム 

なかよし班計画(4･5･6) 朝読書(1･2･3) 

１２ 水 

Ｓ時程４時間授業 学校説明会(受付 10:30～) 

なかよし班活動（２・４）チャレンジタイム（１・６） 

朝読書（３・５）  

2７ 木 
脊柱側弯検診（５・該当者） 

朝読書（全）  

１３ 木 

学年行事「ヤクルト出前授業」(1) 

なかよし班活動（３・５）チャレンジタイム（２・４） 

朝読書（１・６） 

２８ 金 

Ｓ時程４時間授業（全）朝読書（全） 

就学時健康診断(受付 13:45～)  

学習発表会特別時程（始） 

１４ 金 
ファミリーe ルール(4) 朝読書（２・４） 

なかよし班活動（１・６）チャレンジタイム（３・５） 

開かれた学校づくり協議会(10:30～) 

２９ 土 区陸上大会（６） 

１5 土 

Ｓ時程 土曜授業 学校公開終  

日光説明会（６）学年行事「親子ヨガ教室」(2) 

朝遊び(1･2･3) 朝読書(4･5･6) 

３０ 日  

３１ 月 
Ｓ時程 読書月間（終）    

委員会活動 児童朝会 

 
スクールカウンセラー来校日 
 
５日  ６日 １２日 １３日     

１９日  ２０日 ２７日 ２８日 

 
放課後補充教室 

【１年】 
３日 １３日 ２０日 ２４日 ２７日 

【２・５年】 
３日 １１日 １３日 １８日 ２０日 ２４日 ２７日 

【３・４年】 
３日 １１日 １３日 １８日 ２４日 ２７日 

【６年】 
１１日 １３日 １８日 ２０日 ２４日 ２７日 

 

 
1008 キッズ（１～６年） 

 
【１・３・５・６年 水曜日】 

５日 １２日 ２６日 
【２・４年 金曜日】 

７日 １４日 ２１日  

【１０月の行事予定】 

 

 

 

 廊下や階段を正しく歩きましょう。 【１０月の生活目標】 


