平成 30 年度

◆目標達成のための基方針
・ 教育活動全体を通して、人権尊重の理念を正しく理解し、自他の
生命を尊重し、思いやりの心をもつ児童を育てる。
・ 規範意識向上プログラムの推進を行いながら、規範意識や社会生
活の基本ルールを身に付け、認め合いや支え合いのできる人間性
豊かな児童の育成に努める。
・ 定期的に教育相談を行いながら、いじめ等の早期発見に努めると
共に、児童が日常生活における健康や安全について関心をもち、
自ら進んで健康の増進を図り、安全な生活を送ろうとする態度と
能力を育む。
・ 学力の向上を図るため、教科の基礎・基本の徹底を図りながら意図的・計画的な教育活動を行うと共に、
教師の専門性を高め、児童・保護者による授業評価等の活用により、質の高い学習指導を目指す。
・ 問題解決的な学習や体験やものづくりを取り入れた学習を重視する等、授業改善を行い、児童が自ら学
ぼうとする意欲や思考力、判断力、表現力等の資質・能力の伸長を図る。
・ 学校公開、道徳授業地区公開講座、地域教育連絡協議会、サマースクール等、地域の人材・自然・社会的
環境を生かした教育活動を通して、保護者や地域との連携を拡大・充実し、さらに開かれた学校を目指す。
・ 保護者と担任が共通して児童の良さ・特徴を確認し、児童理解の充実を図るため年３回（内２回は希望制）
個人面談を行う。

◆職員の状況

◆校地と校舎
・敷 地 7611 ㎡
・付属建物 259 ㎡
・校 庭 2372 ㎡
・体 育 館 993 ㎡
・校
舎 4532 ㎡
・プ ー ル 25m×8m 6 コース

◆児童数
学年
１年
２年
３年
４年
５年
６年
五組
総計

男
57
49
34
39
42
40
19
280

４月１日現在

女
52
51
54
55
35
36
9
292

合計
109
100
88
94
77
76
28
572

校長
主幹
主任教諭
１年
２年
３年
４年
５年
６年
五組
音楽
算数習熟度
養護
事務
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
講師
学習指導講師
巡回指導員
用務員

菅原 進
副校長
尾上 健二
西原 洋一 岡田 千枝子
今 正太 金子 善江 高野 靖子 中村 一久
1組 高野 靖子 2組 木下 英樹 3組 谷垣 ゆかり 4組 藤井 明代
1組 草野 祐子 2組 澤渡 あゆみ 3組 佐藤 友太
1組 新井 麻衣子 2組 梅田 将志・中村 一久 3組 佐竹 陽子
1組 金子 善江 2組 渡會 さつき 3組 大竹 弘通
1組 齋藤 葵 2組 清水 俊昭
1組 西原 洋一 2組 川上 沙織
今 正太 森 ゆうな 栗林 知加 安田 雅治 浅羽 謙
初谷 麻里恵
図工
渥見 芽以
岡田 千枝子 山内 美樹
家庭科
田中 真帆
菊地 ひとみ
特別支援専門員 中川原 裕子
恩田 賢治
栄養士
大田 奈津紀
石井 忠継
生活指導支援員 山内 美樹 林 蓉子
古川 和子 山内 美樹 大山 郁代 林 蓉子
藤田秀美 山内美樹 大山郁代 読書学習司書 瀬戸 芳子
奥野 佑貴 須藤 怜
特別支援員 利田 誠
鎌田 美和子
児童誘導員 竹本 和雄
牧 昌子 中田 志保 西川 朝子 千家 寛子 片岡 真水
介添員
中野 美枝 桑田 結花里
石田 博文(内科) 安田浩一郎(眼科) 黒崎 貞行(耳鼻科)
学校医・薬剤師
田中 隆(歯科) 小山 誠(薬剤師)
区費臨時職員 水田 惠子 堤 友香
夜間用務員 高野 健司 杉山 健一 竹山 一成 鈴木 孝雄

◆特色ある教育活動
・ 池上小学校では、
「生きる力」を育てるための様々な取り組みを行っています。授業・行事等教育活動の
一部を紹介します。

○詩集「いけがみ」
詩集「いけがみ」は昭和３１年に創刊され
ました。池上小学校の児童全員の作品を掲載
した詩集です。
本年度は、６３号になり
ます。一人一人が詩を
創作する活動によって、
豊かな心情と感性を
養います。また、毎月１回、
国朝会を開き、各学年の
代表児童が、自分で作った詩を発表し、全校
で鑑賞する場を設けています。

○交流活動
全教育活動を通して、
特別支援学級(五組)
との交流を進め、相互理解と共生の心情を
養います。音楽・体育・行事（運動会・校外
学習）
・給食などで、積極な交流を進めてい
ます。

○地域清掃
全年２回、地域の公園や通学路、商店街
などの清掃をします。ボランティア活動を
することで、人の
ために働くよさを
体験的に理解しま
す。また、地域を
愛する心、地域へ
貢献する心を培い
ます。

○読書タイム
毎週水曜日と
金曜日の朝、全校
一斉に読書を行
い、読書の習慣化
を図り、豊かな心
情を培い、落ち着
いて授業を始めます。また、「池上よむよむ
クラブ」の方が、ボランティアで読み聞かせ
をしてくださっています。

○習熟度別指導（算数）
全学年で、加配された教員と担任が、
２学級３～４展開、３学級４～５展開で算数
の習熟度別学習を進め、基礎学力の定着を図
ります。

○一人一鉢栽培
一年間に二度、種からの鉢栽培をします。
一人一人が自分の植物を育てることに
より、最後までやりぬく意思、自然を大切に
する気持ちを育て
ます。
子どもたちが、心
をこめて育てた花は、
卒業式や入学式に
飾られます。

○POWER UP TIME
○なかよし班（異学年交流）
池上小学校には、１年生から６年生が縦割
りの班を組んでいっしょに遊ぶなかよし班の
時間があります。それぞれのなかよし班で、
校庭や教室、体育館を使って様々な遊びをし
ています。
交流を通して、
お互いを思い
やる心や、
高学年のリー
ダーシップ、
創意工夫す
る力を培い
ます。

年間４回、それぞれ一週間ずつ、２０分休
みを使って業間体
育を行います。
全校で持久走や
なわとびなどを通
して、体力や持久
力の向上を目指し
ます。

○学習発表会
各学年が、総合的な学習の時間「いけがみ」
や、各教科で学んだ学習成果を隔年で舞台、
展示発表します。今年度は、舞台発表が行わ
れます。

◆学校の沿革

開校年月日 明治１１年６月２８日（今年度は、開校１４０周年）

明治１１年 「東京府第二中学区３１番池上小学校」として、
池上本門寺境内の理境院本堂を借りて開校
（児童１００名、教員２名、主事１名でスタ－ト）
明治１４年 今の場所に校舎ができた（一棟２教室）
明治３０年 校章ができた
明治３５年 「東京府荏原郡池上村尋常高等小学校」となった
明治４１年 校舎増築
大正１４年 ２階建て校舎一棟落成
昭和 １年 「東京府荏原郡池上町立池上尋常高等小学校」となった
昭和 ７年 「東京府東京市大森区立池上尋常高等小学校」となった
昭和１６年 「東京府東京市池上国民学校」となった
昭和１８年 「東京都池上国民学校」となった
昭和２０年 戦災で校舎が焼けた
昭和２２年 「東京都大田区立池上小学校」となった
昭和２９年 給食室ができた
昭和３１年 児童文集１号創刊（詩集「いけがみ」のはじまり）
昭和３３年 火災で４教室が焼けた
昭和３６年 鉄筋校舎９教室落成
昭和３７年 プ－ルができた
昭和４３年 体育館落成、特別支援学級ができた
昭和５０年 鉄筋４階建て校舎落成
昭和５３年 開校 100 周年記念式典挙行
昭和５５年 詩集「はとの目」
（詩集「いけがみ」作品選集）が
北原白秋賞を受賞
昭和５８年 区研究奨励校（体育） 研究発表会（Ｓ５９．２．２３）
昭和６２年 昭和６１・６２年度 区研究奨励校「豊かな心を育てる」
研究発表会（Ｓ６２．１２．２）
昭和６３年 体育館とプ－ルが改修される
平成 ３年 鉄筋校舎９教室改修される
平成１０年 校舎耐震工事
平成１２年 「大田区立池上小学校」となった
平成１９年 平成１８・１９年度 区教育課題推進校「規範意識の向上」
公開発表会（H20.1.18）
平成２０年 開校１３０周年記念式典挙行
平成２４年 平成２３・２４年度区教育研究推進校（算数）
研究発表会（Ｈ２５．１．２５）
平成２６年 国立教育政策研究所学習指導実践研究協力校（社会科）
平成２８・２９年 体力向上モデル校（大田区教育委員会指定）
平成３０年 開校１４０周年記念式典挙行

◆池上小学校 校歌
原作詞：御瀧 國雄
作曲：南原 ひろし
１、芙蓉のたかね のきばにのぞみ
みどりにかおる 長栄山
のびゆく松の こずえときそい
そびゆるまなびや わが母校
２、ひじりのしずまる 浄きところ
理想の華を つちかうにわ
つどう友達 たゆまずうまず
はげむまなびや わが母校
３、古く巣立ちし まなびのまどに
たえずかぐよう 希望の光
おおしく高く もろ手をあげて
すすむまなびや わが母校

◆池上小学校ＰＴＡ活動
池上小学校 PTA は、子どもたちの健全な成長を図ることを目的として活動をしています。
○役員
・会長 １名
・副会長 ３名ないし４名
・庶務 ４名ないし５名 ・会計 ３名
○部会
・学年部：
「教育」と「子ども」について考え・理解し、
学年・学級会の主催、各行事への協力、会員
相互の連絡を図る。
・文化厚生部：会員の資質の向上と福利厚生及び会員
相互の親睦を図る。
・広報部：ＰＴＡ広報誌を発行する。
・校外生活部：児童の校外生活の健全育成事業に関する活動を行う。
・選考委員会：本部役員・会計監査を選出する役割を担う。
○ＰＴＡの主な行事等
・ＰＴＡ総会
・ガーデンパーティー参加
・サマーフェスタ
・池上まつり
・スポーツまつり ・防犯パトロール ・校庭開放のお世話
など

