
地域力を生かす
教育活動の充実

消防署見学

伝統のとんび凧作り

町たんけん

体力向上・健康でたく
ましい心と体の育成

大田区立六郷小学校
明治８年開校 開校１４７年

特色ある教育活動

豊かな人間性・社会性の育成
多様な人との交流の機会を通して思いやりの心を育てます

福祉体験 お店屋さん体験 縦割り班遊び

持久走大会

あいさつ運動

皆で遊ぼう集会



学ぶ楽しさ、成長の喜びを実感できる学校

西六らしさを大切にし
よき校風を未来につなぐ学校

西六らしさを大切にし
よき校風を未来につなぐ学校

豊かな関わり合いの中で
互いのよさを認め合う学校

令和３・４年度大田区教育委員会教育研究推進校令和３・４年度大田区教育委員会教育研究推進校

校内研究（体育）の充実

学び合いのある授業
ICTの活用推進

学習の成果を発表する学校行事

運動会応援プロジェクト

夏のわくわくスクール
縦割り班で楽しむチーム集会

六郷のひと・まち・文化を生かした学習

歌声の響く学校

運動会

とんび凧づくり

学芸発表会

合唱部の活動



確かな学力
◆令和3・4年度大田区教育委員会家庭学習研究推進校

・自学自習の力を育てる

・基礎基本の定着

◎よく考える子
○心豊かな子

○たくましい子

健康な体
・日常的な運動習慣の定着

・運動に親しむ態度を育てる

豊かな心
・思いやりの心と社会性を育てる

・自らすすんであいさつをする児童

保護者・地域との連携
・学校地域支援本部との協働

・ＰＴＡによる子ども祭り

高畑フェスタ高畑ストレッチ マラソンタイム

たてわり班活動 あいさつ週間
読書活動の推進自主学習

朝学習の充実

夏のわくわくスクール



大田区立仲六郷小学校
なかよくする子

かんがえる子

こころゆたかな子

はたらく子・くじけない子

スクールサポーターとの連携

PTA 新年レクリエーション

PTA夏休みラジオ体操

オンライン併用の離任式 教職員防犯訓練 ICTを活用した学習

小中一貫SNSルール作り ビブリオトーク
教職員も協力、夏わく

可働床のプールSR 拠点校

仲よしキッズタイム
（異学年交流）

投句箱

スピーチ大会

1・2年生校外学習

6年生移動教室

長なわ大会

「みんなが大好きな学校」

あいさつキャンペーン

ペア研修・校内研修

城南特別支援
学校との交流

運動会

キャリア教育

総合的な
学習の時間

第2校庭で
持久走週間

クラスタイム

学校公開

ふるさと会

仲六まとめ展

なかろくゆうびんきょく
（生活科）

町内会のはっぴを
お借りしてのソーラン節

オンライン学活

オリパラ教育

地域の方が生ける
玄関の生花



 教育目標 

〇よく考え、工夫する子 

◎いつもねばり強く、がんばる子 

○こころ豊かに、助け合う子 

志茂田小学校 

【郷土愛】 

とんび凧づくり等の 

伝統行事、ものづくりなどの 

地域の産業や文化に親しみ、 

一町会一学校のよさを 

生かしています。 

【小中一貫】 

 志茂田中学校区小中 

４校による小中一貫教育を 

推進し、指導の充実を図ります。 

行事 ・部活動連携等、共に学ぶ 

喜びを実感させ、健やかな 

心身を育てます。 

 【保護者や 

  地域との協力体制】 

スクールサポートしもだ、 

親児の会、ＰＴＡ、町会、 

学校が連携し、児童に様々な 

体験の機会を設けて 

います。 

 【地域の 

    自然と親しむ】 

自然保護や環境に対する 

意識を高めます。豊かな体験 

活動を通して、生命を大切に 

する心や自然を愛する 

心を育てます。 

【研 究】 

   研究主題を 

「よりよい未来社会を創造するこども

を育てる探求・プロジェクト学習

（PBL）～未来ものづくり科新設に向け

たカリキュラムデザイン～」と 

しました。年 6回研究授業を 

実施します。 

食育指導 

とんびだこ制作 

大田区内めぐり 

歩行訓練 

学校探検 
 

【学力の向上】 

 補習等を年間計画に 

位置付け、ポイントを絞った 

指導の充実を図ります。 

算数では、習熟度別の 

指導法を工夫し、個に応じた 

支援をします。 

【ノーチャイム・ 

   ノーアナウンス】 

時間の管理を自分で考え、 

自分から目的をもって 

行動できるように 

しています。 

【交 流】 

 近隣の保育園や特別 

支援学校、高齢者等との 

交流を通して、様々な 

年代の方々と関わる力を 

育成します。 

気持ちが不安定である、行動のコ

ントロールがうまくできないなど

で学習や集団活動の参加が困難に

なっている子供たちが、自信をも

って学校生活を送ることができる

ように支援しています。 

サポートルーム 
（特別支援教室） 

コミュニケーションに課題がある 
    子供たちのための教室です。 
・話し方が気になる子 
・話す内容や話の理解力が気になる子 
・話の聞き方、対人関係が気になる子 

ことばの教室      

 

開校 昭和 35年 1月 8日 

開校記念日 1月 10日 

 

オリンピック 
パラリンピック教育 

スポーツチャンバラ 

スポーツ鬼ごっこ 

カーレット体験 

  【オリンピック・ 

  パラリンピック教育】 

今年度は、スポーツチャンバラ、 
フライングディスク、カーレット 

体験、スポーツ鬼ごっこ、キンボー

ル、ボッチャ、車いすバスケ等を 
実施する予定です。 



全校児童でボッチャに取り組んでい
ます。学年に関係なくトーナメント
戦を行います。児童はボッチャの楽
しさを味わうと共にパラリンピック
の精神を学びます。

１～６年生で縦割り班を編成し、
集会や読み聞かせなどの楽しい活
動を行っています。上級生が手本
となり、子どもたち同士の絆を深
めます。

自分の考えや気持ちを相手に伝えるための
表現力を養う

オリンピック・パラリンピックレ
ガシーアワード校

～オリパラ教育の充実～

国語の学習に力を入れていきます。
朝の時間を有効に活用して、読書
や読み聞かせ、語彙を増やすため
の活動にも取り組んでいきます。

縦割り班活動による異学年交流
～上級生へのあこがれをはぐくむ～

令和4年度 開校61周年



基本的な生活習慣・家庭学習の定着、早寝・
早起き・朝ごはん、個人面談の活用、地域行
事への参加、学校防災拠点、PTA活動、地域
教育連絡協議会、学校支援地域本部スクサポ
南六、ワク夏、図書館などとの連携、地域教
材の開発、地域人材の活用（多摩川・ものづ
くり）

南六郷中学校区各校との連携、合同研
修会、部活体験、行事交流、生活指導
の連携と一貫した指導、近隣保・幼と
の連携・交流活動

不登校やいじめ・問題行動の未然防止、日常からの交通
安全指導、防災・防犯教育の充実、教育環境改善、特別
支援教育の充実と組織的・計画的な対応、サポートルー
ムとの連携と活用、スクールカウンセラーと教育相談活
動の活用、支援員の活用

「南六小スタンダード」と「南六小の子ども」の徹
底、規範意識の育成、道徳教育の充実、メンタルヘ
ルスチェックの活用、なかよし班における異学年交
流、スクールカウンセラーの活用、意欲の引き出
し・コミュニケーション能力の向上、思いやりと温
かな言葉遣い、挨拶の徹底

Ｒ４ 南六郷小学校
特色ある教育活動

日常の体育・水泳授業の充実、一校一取組運動、マラ
ソン大会、短縄、外遊びの奨励、日常的な運動習慣、
早寝・早起き・朝ごはん、食育・健康教育との関連、
体力テスト、体育補助員の活用、オリパラ教育の継続

日々の授業改善、日常的な授業参観交流、学年で統一した朝学習の取り組み、
南六チャレンジの活用、個に応じた教育、補習教室、家庭学習の定着、読書活
動、総合的な学習の充実、全学年算数少人数指導、理科支援員の充実、理科指
導専門員の配置、理数教育の充実・ＩＣＴ教育推進、大田区理科教育推進拠点
校、適正な評価、学習カルテの活用、系統的・段階的指導、行事や他教科と関
連した計画的な指導



あいさつ日本一運動の充実

矢口スタンダードで全クラス統一の
生活習慣
あいさつ・じかん・みだしなみ意識の
徹底（安方中・矢口東小・矢口小合同スタンダード）

・夏季休業中に学校の施設を使い、料理やスポーツ、
工作、音楽など様々なことに挑戦できます。

・地域、保護者、ＮＰＯや専門家、企業、教職員が
主催し、協力しあって講座を運営しています。

・パンフレットを見て、希望する講座を児童が選択
します。

矢口自然農園での学び

日本の学校最大級の田んぼで
科学的な農業体験（5年）

広い畑で全学年が
豊かな栽培学習

・なかよし班遊び
・なかよし班ロング遊び
・なかよし給食
・高学年リーダーの育成
・みんなで協力の心

矢口体力向上大作戦

なかよし班活動

１～６年生が縦割り班活動を月１回行う

・基礎・基本の充実 ・異年齢のふれあい
・体験重視 ・生活指導の充実
・矢口自然農園 ・地域とともに

教育目標 よく考え 進んで学習する子ども

いつも元気で じょうぶな子ども

こころ豊かで やさしい子ども

【一校一取組運動】
・チャレンジ長なわとび
・短なわとび
・全校クラス遊び（ロング昼
休み）
・運動量のある体育学習
・マラソンタイム
・縄跳びタイム

自分の健康は自分で守る
自己健康管理教育の徹底

・感染予防教育の徹底による
衛生週間の定着
・完食学級表彰

委員会活動を中心に進める
早寝・早起き・朝ごはん

平成１６～１８年 ・文部科学省研究開発学校
小中一貫したものづくり科教育課程の開発
総合的な学習で制作した「矢口魂心丸（渡し舟）」誕生

平成２２年・やぐち応援隊（学校支援地域本部）スタート
平成２７年・サポートルーム（特別支援教室）開設
平成２７～２９年・次世代型教育推進センター実践フィールド校
令和２年 鎌倉実地学習（全行程5，6年生の班行動）開始
令和３年 矢口文化芸術劇場 開催

地域とともに開校１３０周年の取組
令和４年～大田区教育委員会研究推進校・子どもの「生きる力」を

育むプログラム～大田区における特色ある教育の推進～
事業実施校として「未来ものづくり科」の研究開発
人権の花運動協力校

基礎基本の徹底
高学年の一部教科担任制

思考・表現・活用を大切にした
矢口モデルの授業

令和４年度「矢口文化芸術展」開催

令和３年度「矢口文化芸術劇場」開催

みんなに愛されるスクールキャラク
ターの「やぐらん（130周年）」と
「魂太郎（120周年）」誕生

矢口文化芸術劇場
矢口文化芸術展の表現活動
（令和４年度は文化芸術展開催）

なかよし班遊び

子どもの心を育む豊かな地域連携

矢口小発祥のサマーワークショップ

PTAやお父さんクラブ主催の
楽しい行事（星空映画会・源流体験など）



大田区立矢口西小学校
～「たくましく生きていく児童を育成する学校」を目指して～

多摩川に近い本校では5年生が多
摩川での「ガサガサ」体験を行って
います。異年齢交流「やにしタイ
ム」を実施し、豊かな人間関係と
「感じる子」の育成を目指します。
４年生はビオトープ「ほたるのさ
と」の調べ学習を行っています。

運動の日常化に向けた取組として、
「やにし朝マラソン」、月に一度の
「やにしーランド」（体育的活動）
を実施しています。また、全学級が
共通して取り組める準備運動・整理
運動「やにリズム運動」や「長縄大
会」などを実践しています。

自分の考えをもち、伝え合う力
は、これからの未来を生きていく
児童にとって必要不可欠なもので
す。社会科、生活科、生活単元に
おいて、対話的な学習場面を設定
し、「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けて取り組んでい
ます。

aguchi nishi
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自分の考えをもち、
伝え合うことのできる
児童の育成

ほたるのさと
多摩川の自然を
生かして

体育的活動と
カリキュラム
マネジメントによって
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