
 

 

 

 

 

 

学力調査の結果より 

校長 岩田 佳三  

１学期最後の一か月となりました。いよいよ真夏の季節に入ります。夏休みには、４年生、６年生の宿

泊行事も予定されています。子供たちが楽しみにしている夏休みの前、日々、皆さんで体調管理に努めて

いただき、熱中症等にかからないようご注意ください。 

さて、４月１８日に行われました台東区の学力調査の結果が発表されました。４年生は国語と算数、５

年生は国語、社会、算数、理科、６年生は国語と算数、理科を全国学力調査で行ったので、社会のみの実

施でした。結果を下記の表にまとめましたので、ご覧ください。 

令和４年度 区学力調査結果  

正答率 目標値達成率 

４年生 本校 台東区 全国 本校 台東区 全国 

国語 ６１.６ ７２.１ ６８.０ ４８.６ ７１.７ ６０.７ 

算数 ７２.１ ７８.９ ７３.１ ６８.６ ７９.４ ６９.９ 

５年生 本校 台東区 全国 本校 台東区 全国 

国語 ６０.５ ７０.４ ６８.０ ５８.５ ７５.０ ６９.８ 

社会 ６０.９ ６９.８ ６９.５ ５６.１ ７０.７ ６７.５ 

算数 ５７.６ ６６.５ ６０.４ ５１.２ ６８.１ ５８.６ 

理科 ５５.２ ６２.９ ６２.５ ４８.８ ６６.２ ７０.２ 

６年生 本校 台東区 全国 本校 台東区 全国 

社会 ６０.９ ７１.２ ６９.５ ５１.２ ７３.１ ６８.２ 

目標値達成率とは、学習指導要領に示された内容について、標準的な時間をかけて学んだ場合、設問ごとに正答できることを期待した得点を上回った児童の割合です。 

上記のような結果から、本校は全教科にわたり、正答率でも目標値達成率でも、残念ながら全国平均値を下回

っています。（台東区の平均はほとんどの教科で全国平均値を上回っています。） 

 普段から真面目に学習に取り組んでいる子供たちのことを考えると、この数値を上げてあげたい思いが非常

に強いです。そのため、次のようなことを確認し、また新たに取り組むことで、来年度の学力調査に臨みたい 

と思います。 

１、 １単位４５分の授業を、しっかりと準備しチャイムで始め終われるように大切に行います。 

２、 １回の授業で漢字や計算など覚えることはできません。のびゆけや授業の隙間の時間等で、既習内容の

反復学習に取り組ませます。学力を上げるには、復習することが最大の効果を上げます。（２年生以上

で漢字の復習問題にすでに取り組ませました。） 

３、 通常の授業後のテストは、授業で行ってきた内容の確かめのために行うものです。そういったテストば

かりでなく、初めて見るような問題や活用を試されるような問題にも取り組ませます。（過去の学力調

査の問題等にも取り組ませます。） 

４、 放課後等で補充学習を行います。宿題は必ず行い、家庭学習へのご協力もお願いします。 

東浅草小だより  
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７月の行事予定 

日 曜 行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 金 特別時程 保護者会   保護者会   保護者会 

２ 土        

３ 日        

４ 月 全校集会    代表委員会 委員会活動 

５ 火 
特別時程(５時間) 
巡回相談日 

読み聞かせ   
学びの 

キャンパスプラン 
  

６ 水 特別時程(５時間)  読み聞かせ     

７ 木 
特別時程(５時間) 
フッ素洗口 

      

８ 金 特別時程(５時間)       

９ 土        

10 日        

11 月 全校集会  お話会  クラブ活動 

12 火  
学びの 

キャンパスプラン 
    校外学習 

13 水 午前授業   
読み聞かせ 

1組のみ 

5時間授業 

   

14 木 
児童集会 
避難訓練 
着衣水泳 

   環境漫才③④   

15 金 
フッ素洗口 
着衣水泳予備日 

   体育集会 

16 土        

17 日        

18 月 海の日       

19 火 
全校集会 
給食終 

オケミニコンサート 

      

20 水 
午前授業 
終業式 

      

21  木 夏季休業日始 夏季水泳指導 1 学校図書館開館日（９：００～１２：００） 

22 金  夏季水泳指導２ 

23 土        

24 日        

25 月  夏季水泳指導３ 

26 火  夏季水泳指導４ 

27 水  夏季水泳指導５ 

28 木  夏季水泳指導６ 学校図書館開館日（９：００～１２：００） 

29 金        

30 土        

31 日        

各学年の時数（変更がある場合は上表に時数があります。） 

学年 月 火 水 木 金 土 
1 5 5 5 5 5 4 

2・3 5 6 5 6 5 4 
４・５・６ 6 6 5 6 6 4 

学校医・学校薬剤師の紹介 

今年一年間、お世話になります学校医・学校薬剤師の皆様をご紹介いたします。 

〇内  科  黒須 富士夫様    〇眼  科  宮下 浩平様    〇耳鼻科  江連 陽子様 

〇学校歯科  久保 和彦様     〇学校薬剤師 中村 光子様 

下校時間の目安 
４時間（給食なし）…１２時１０分頃 
４時間（給食あり）…１２時５５分頃 
５時間…１４時３０分頃・６時間…１５時１０分頃 
特別時程５時間…１４時０５分頃 
特別時程６時間…１４時５０分頃 
※変更する際は改めてお知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校から 
〇オーケストラミニコンサートについて 
  ７月１９日（火）にオーケストラミニコンサートを行います。今年度も感染症対策として、全
校児童はコンサートの様子をオンラインで教室のモニターで鑑賞し、オーケストラ団員の保護者
は会場内で鑑賞していただきます。詳しくは後日配布される「オーケストラミニコンサートにつ
いて」をご確認ください。 

 
 
 
 
〇汗拭きタオルについて 
子供たちは毎日、元気いっぱい遊んでおります。汗をたくさんかいていますので、汗拭きタオル
を体育着袋に入れて持たせてください。 
○着衣水泳について 
７月１４日（木）に全学年着衣水泳を行います。準備をよろしくお願いします。 
持ち物は通常の水泳セット、洗濯してある Tシャツ、ズボン、ビニール袋、洗ってある靴（無けれ 
ばいいです）、ペットボトル（1.5Lまたは２L）です。 
〇図工作品返却について 
  ７月１１日（月）の週から１学期の図工作品の返却を行います。１年生には新しく黄色い作品バ
ッグをお配りしますので卒業までご家庭で保管し、学期終わりの作品返却時に持たせてください。
２～６年生は、８日（金）までに黄色い作品袋を学校に持たせてください。作品を折り曲げずに大
切に持ち帰るためには必要となります。紛失・破損等がありましたら連絡帳でお知らせください。 
〇保護者会について 
  ６月３０日と７月１日に行われている保護者会では、対面とオンラインでの参加事前アンケート
にご協力と当日の参加、ありがとうございました。保護者会の開催方法やオンラインでの参加につ
いて、後日 SumaMachiでご意見をいただき今後の実施に生かしていきたいと考えています。ご
協力お願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４年生 
〇水泳指導について 
  ４年生の水泳指導は月曜日の３・４校
時と金曜日の１・２校時です。水泳期間
の時間割は、その都度連絡帳でお知らせ
いたします。 

  プールセットの用意と、プールカード
の記入・押印を忘れずにお願いします。 

 
〇常総市宿泊校外学習につて 
  ６月３０日（木）の保護者会と常総市 
宿泊校外学習の説明会にご参加いただき
ありがとうございました。説明会資料等
で不明な点がありましたら、担任までお
知らせください。また、日頃の体温チェ
ック等の健康観察をよろしくお願いしま
す。 
 初めての宿泊校外学習になりますので
安心して行けるように、事前の準備等を
よろしくお願いします。 

 
〇学びのキャンパスプランについて 
  ５日（火）に学びのキャンパスプラン
でガスの防災について学習します。事前
の課題として、自分の家の防災対策やガ
スメーターの箇所等を調べますので、ご
協力お願いします。 

３年生 
○水泳指導について 

  ３年生の水泳指導は火曜日の１・２校

時と木曜日の１・２校時です。水泳期間

の時間割は、その都度連絡帳でお知らせ

します。 

  プールセットの用意と、プールカード

の記入・押印を忘れずにお願いします。 

 

〇毛筆の学習について 

  道具の準備のご協力ありがとうござい

ます。学習後に毎回持ち帰りますので、

必ず筆を洗い、乾かしてからしまうよう

お声けをお願いします。また、ビニール

袋に書いたものや掃除したものを入れて

持ち帰りますので、毎回必ずビニール袋

を持たせてください。 

 

 

 

 

各行事の詳細については、後日プリントを配布いたしますのでご確認ください。 
今後も、行事等が変更となる場合があります。変更等は SumaMachiでご確認ください。 

日時：令和４年７月１９日（火） １３：０５～１３：４０（受付１２：５０～） 

場所：本校体育館 

 



 

 

 

 

 

1年生 
○水泳指導について 

  １年生の水泳指導は火曜日の３・４

校時と木曜日の３・４校時です。水泳

期間の時間割は、その都度連絡帳でお

知らせします。プールセットの用意

と、プールカードの記入・押印を忘れ

ずにお願いします。 

 

〇あさがおの鉢の持ち帰りについて 

  ５月に種まきをして育ててきたあさ

がおですが、夏休み中はご家庭で育て

ていただきたいと思います。あさがお

の鉢は、支柱を立てており高さがあり

ますので、保護者の方に持ち帰ってい

ただくことになります。第一校庭に植

木鉢が並べてありますので、袋などを

ご持参の上、１１日（月）～１５日

（金）の間にお持ち帰りください。ご

協力お願いします。 

 

５年生 
○水泳指導について 

  ５年生の水泳指導は水曜日の１・２

校時と金曜日の５・６校時です。水泳

期間の時間割は、その都度連絡帳でお

知らせします。プールセットの用意

と、プールカードの記入・押印を忘れ

ずにお願いします。 

 

○家庭科の学習について 

  調理実習で「ゆで野菜サラダ」を作

りました。包丁の扱い方や好みのかた

さに野菜をゆでることなどを学習しま

した。ぜひご家庭でも、調理する機会

を設定していただけたらと思います。 

２年生 
○水泳指導について 

  ２年生の水泳指導は火曜日の５・６

校時と金曜日の３・４校時です。水泳

期間の時間割は、その都度連絡帳でお

知らせします。プールセットの用意

と、プールカードの記入・押印を忘れ

ずにお願いします。 

 

○ノートについて 

  国語や算数、漢字練習、連絡帳等の

残りが少なくなってきています。現在

使用しているノートの行やマスの数を

確認していただき、同じ型のものをご

家庭でご購入してください。 

 

６年生 
○水泳指導について 

  ６年生の水泳指導は月曜日の１・２

校時と水曜日の３・４校時です。水泳

期間の時間割は、その都度連絡帳でお

知らせします。プールセットの用意

と、プールカードの記入・押印を忘れ

ずにお願いします。 

 

〇校外学習について 

・７月１２日（火）通常登校 

・行き先 昭和館、最高裁判所 

 ・持ち物 お弁当 水筒 校帽 

ナップザック 雨具 

 


