
○よく考えすすんで学ぶ子
○力を合わせやりとげる子
○心も体もたくましい子

教育目標

総合的な学習の時間
○地域を学習の場とした｢御成門学習｣では、地域学習の充実に努
め、国際理解・環境・福祉・伝統文化教育などについての課題解
決学習に取り組んでいます。
○日本アセアンセンターの協力を得て、ASEAN諸国の方を招いて国際
交流をするなど、地域の方々をゲスト・ティーチャーとして招いた活動
を展開しています。令和３年度はTeamsを使って交流を行いました。

学校生活の様子

御成門小学校御成門小学校
おなりもんしょうがっこう

校名の由来

○認め合い、励まし合う場を通して、児童の自尊感情や自己肯
定感を育てる学習が充実しています。
○基礎的・基本的な知識・技能を身に付けることができるよう
に、毎朝15分間の学習を行っています。週１回は「算数タイ
ム」、週３回は「学習タイム（算数に限らない）」を設けています。
○地域と連携した学習を行っています。東京慈恵会医科大学と
連携した理科や保健の学習など、地域と連携した学習を行っ
ています。芝公園の花植えなど、地域素材を生かした奉仕活
動も行っています。
○人と関わり、思いやりのある温かな人間関係を築く活動を大
切にしています。
・コロナ禍でも工夫して、縦割り班を活用した遊びやあいさ
つ運動を行っています。
・iPadを活用して、集会活動やクラブの発表、委員会からの
呼びかけなどを行っています。

学校の特色

【明るく 笑顔あふれる 誰にとっても心地よい御成門小学校に】
「義務教育９年間をとおして、『自立』・『共生』する力を育む。」
「すべての教育活動において、安心・安全を第一優先とする。」
○子どもが安心して心を開き、喜々として学ぶ学校
～どの子にも「優しい」、どの子にも「できる・分かる」指導を～
・子どもがのびのびと自分らしく力を発揮できるように、教
職員は、子ども一人一人により添い、行動の背景にある気
持ちを理解するように努める。
・その子のよさを見取り、認め、心から褒め励ましていく。
・子ども一人一人の学習状況を把握し、個に応じた指導・支
援を工夫し、それぞれの子どもが「分かった・できた」を実
感できる授業づくりに努める。

○保護者・地域に愛される学校　
～互いに理解し合い、それぞれの役目を担って連携・協働を～
・保護者や地域の方には、日常の教育活動や子どもの様子
を積極的に伝えるとともに、保護者や地域の方の声に耳を
傾け、子どもファーストで取り組んでいく。

○地域に根ざした教育を実践する学校
～「地域を知り　地域とかかわり　地域から学ぶ」　実践を～
・地域の特色を生かした学習や、地域の方との触れ合いを通
じた学習により、子どもが地域を理解し、地域への愛着や
地域に生きる一員としての自覚をもてるようにしていく。
・学校と家庭、地域がそれぞれの役目を担って連携・協働し
て教育活動を進めていく。

○教職員が生きがいを感じる学校
～互いに学び合い高め合う教職員集団に～
・「どの子にも『優しい』、どの子にも『分かる・できる』指導」
を目指して、互いに磨き合い、高め合っていく。

こんな学校を目指しています
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御成門小学校

学校の沿革
平成  3年　桜田・桜・鞆絵小学校の3校が統合し、御成門小学校開校
平成  6年　桜川小学校が統合
平成  7年　神明小学校が統合
平成13・14年度　港区教育委員会研究奨励校
平成19・20年度　港区教育委員会研究パイロット校
平成23年　校庭の人工芝化
平成22・23年度　港区教育委員会研究奨励校
平成26・27年度　港区教育委員会研究奨励校
平成27年　児童数増により視聴覚室の普通教室化工事
平成28年　体育館工事、エレベーター工事
平成30・令和元年度　港区教育委員会研究奨励校
令和２年度　児童数増により国際科ルームの普通教室化工事
令和３年度　開校３０周年記念式典

○休み時間には、人工芝の校庭で思いっきり遊ぶことができます。転んでも痛くないです。
○上級生のお兄さん、お姉さんがとても優しいです。一緒に遊んでくれるので、月１回の縦割り班活動を楽しみ
にしています。
○先生や警察の方がいつも私たちを見守っていてくれます。地域の方も学校にいらして、私たちにいろいろと教
えてくれます。
○給食も美味しいよ！

相手意識をもって伝え合う力を高める指導の工夫
～「聞くこと」の指導を通して～

校内研究主題特色ある教育活動
【豊かな心を育てる】
・縦割り班活動
・ランチルームでの給食
【確かな学力を身に付ける】
・算数タイム　・学習タイム　
・補習タイム
【健やかな体を育てる】
・運動朝会　・マラソン大会
【豊かな国際感覚を育てる】
・ASEAN交流
・日本文化の体験学習（三味線・琴・和太鼓など）
【地域の人材や素材を生かした学習】
・地域防災訓練　・地域清掃　・芝公園の花植え
・地域行事
（区民まつり・平和祭り・水泳大会・どじょうつか
み・もちつき大会・新橋こいち祭などへの参加）

クラブ活動の紹介
手芸、ものづくり、IＣＴ、文芸・イラスト、スポーツ、
太鼓、卓球、バドミントン、日本文化、科学・実験

代表、放送、集会、環境、運動、保健給食、
栽培、図書

児童会活動の紹介

日本最古の鞆絵（ともえ）小学校をはじめとする、長い歴史と伝統をもつ５つの学
校が統合されてできました。校名は地域の史跡から名付けられました。

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
3
87

2年
3
82

3年
3
72

4年
2
70

5年
2
53

6年
2
58

3
ー

特別支援
（通級） 合計

18
422

学　級
児童数

出来る範囲で協力しながら活動しています。
PTA活動

ASEAN交流

プールでのヤゴ救出

東京慈恵会医科大学特別授業運動会

書き初め会中学校体験（御成門中）

算数タイム

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
特別支援学級

職 員 数

阿部　俊幸
港区芝公園3-2-4
3431-2766
https://onarimon-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/onarimones
三田線　御成門駅　徒歩１分
聴覚障害（きこえの教室）通級指導学級
言語障害（ことばの教室）通級指導学級
30名

令和4年5月1日現在

児童の声



－子どもたちの笑顔のために－
○よく考える子（確かな学力）　
○やさしい子(豊かな人間性）　
○げんきな子（健康・体力）

教育目標

総合的な学習の時間
○各自の課題に応じた探究学習を進めます。
○各学年の年間テーマに取り組みます。
　3年生　生き物図鑑をつくろう
　　　　　つなげよう、未来へ！私たちのレガシー　
　　　　　学校やまちの安心・安全を目ざして
　4年生　よりよい社会へ
　　　　　二分の一成人式をしよう
　5年生　ごはんもりもりプロジェクト
　　　　　タブレットと仲良くなろう　ロボットプログラミング
　6年生　芝っ子　江戸っ子　時間旅行Ⅰ（地域の歴史）
　　　　　芝っ子　江戸っ子　箱根を行く
　　　　　芝っ子　江戸っ子　時間旅行Ⅱ(自分の歴史）

学校生活の様子

芝小学校芝小学校
しばしょうがっこう

校名の由来

○教職員全体できめ細かい指導を行います。
○花育・芝沖クルーズ等、地域の方々の御協力を得て
様々な体験活動を取り入れています。

○異学年での交流活動である縦割り班活動を行いま
す。

○芝シンフォニックブラス（4 年生以上の希望者）によ
る吹奏楽の体験、定期演奏会を実施します。

学校の特色

地域の方々に愛される学校、保護者が「通わせてよ
かった」と思える学校、教員がやりがいを感じられる学
校、子どもたちが「学校にきてうれしい、明日も楽しみ」
と思える学校を目指しています。

こんな学校を目指しています
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芝小学校

校歌♪百船千船入り通う東京湾にほど近く♪～の旧芝区にできた最初の学校とし
て、地域・保護者の皆様から大切にされています。

学校の沿革
明治12年

昭和22年
昭和53年
平成 元 年
平成13・14年度
平成16・17年度
平成19年
平成23年
平成24・25年度
平成30年
平成30・令和元年度

第一大学区東京府第二中学区第三十九
番公立小学芝学校として開校
港区立芝小学校と改称  
開校100周年記念式典挙行
港区立竹芝小学校と統合
港区教育委員会研究奨励校
港区教育委員会研究奨励校
港区教育委員会研究パイロット校
スポーツ教育推進校
港区教育委員会研究奨励校
開校140周年記念式典挙行
港区教育委員会研究パイロット校

○わくわくタイムや休み時間に、体育館や校庭、屋上などで思い切り遊べるの
が楽しいです。
○運動会や音楽会などの行事に向かって、みんなで団結して取り組むことが
できます。
○給食のメニューが豊富でとてもおいしいです。食べ物の好き嫌いがなくなりました。
○図書館のイベントが楽しみです。たくさん本を読んで読書通帳をためていく
のも楽しいです。
○地域の方々の御協力のおかげで様々な行事をすることができます。地域に
支えられていることを実感します。
〇様々な場面で活躍している６年生がかっこよくて、あこがれます。

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
3
89

2年
3
83

3年
3
74

4年
2
71

5年
2
60

6年
2
65

合計
15
442

学　級
児童数

二分の一成人式 運動会 芝シンフォニックブラス ハロウィンパレード なかよし班活動

花育 チャレンジジャンプ 芝っ子まつり 芝沖クルーズ 染小紋体験

標準服

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

川原　哲郎
港区芝2-21-3
3456-3072
https://shiba-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/shibaeschool
三田線　芝公園駅　徒歩3分
27名

クラブ活動の紹介
屋外球技、屋内球技、屋上、科学、囲碁・将棋、アート、タブレット、手芸、鉄道、クイズ

児童の声

入学式
運動会
＜夏休み＞５年生夏季学園

１学期

６年生移動教室
道徳授業地区公開講座
音楽会

２学期

書き初め会
６年生を送る会
卒業式

３学期

年間行事

○どの部も協力し合い、様々な活
動に取り組んでいます。
　・ 親子交流会
　・ 被災者宿泊体験(６年生)
　・ 芝っ子まつり

PTA活動

意欲をもって粘り強く課題に取
り組む児童の育成
～「主体的な学び」の捉えを
　　　　　　　明らかにして～

校内研究主題

運営、放送、図書、飼育・環境、
運動、保健、給食、なかよし班

児童会活動の紹介

保護者･地域の声
○学習環境に恵まれています。地域ボランティアの方々の協力の下、様々な
体験活動ができます。
○校舎内がいつもきれいに清掃されています。図工の作品など掲示物にも
目を引かれます。
○芝小の地域は、子育て安全地域です。制服姿の子どもたちを地域社会が
温かく見守っています。
〇学校行事の参観では、子どもたちの生き生きとした姿が見られるので、毎
回楽しみにしています。

特色ある教育活動
○豊かな人間性を育む
異学年での交流活動（なかよし班活動）を通して、互いを愛おしむ気
持ちを育成します。６年生には最高学年としての自覚も育みます。
花育を通して、おもてなしや感謝の気持ちを育成します。
ミニコンサートや図工作品の掲示を通して豊かな心を養います。

○確かな学力の定着
モジュール学習の時間に漢字・計算等の基礎基本の定着を図ります。
地域の学習環境を生かし、多様で体験的な学習活動を設定します。
ICT教育を推進し、子どもたちの主体的な学習に繋げます。

○体力向上、健康の保持・増進
記録更新を目指して、チャレンジジャンプ(長縄）に取り組みます。
持久走に継続的に取り組みます。
食育を推進し、献立のテーマ等から多様な食について学びます。

令和4年5月1日現在



教育目標
○人や自然を愛し、豊かな心をもつ子（やさしい子）
○進んで考え、創意工夫する子（かんがえる子）
○心も体も健康な元気な子（げんきな子）

総合的な学習の時間
○実社会や実生活の中から問いを見出し、自分で課題を立
て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現する力を
育成します。
○国際理解教育、情報教育、環境教育、福祉教育に関する
学習を、地域人材や施設の活用を充実させながら実施
し、探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、
互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しよう
とする態度を育みます。

赤羽小学校赤羽小学校
あかばねしょうがっこう

校名の由来

○子どもの笑顔が輝く学校
・子ども自身が、自分を大切にし、自分の成長を信じ、
様々なことに挑戦できる学校
・相手を大切にし、子供が互いのよさを認め合い、共に
学ぶ学校

○保護者・地域から信頼され、共に子どもを育む学校
・子供の成長のために、保護者・地域と共に考え、行動
する学校
・適切な情報発信をし、保護者・地域に開かれた学校

○教職員が指導力を磨き合い、自分のよさを発揮できる
学校
・子どもに「学ぶ楽しさ」「協働する喜び」を味わわせる
ため教職員が切磋琢磨する学校
・教職員がやりがいを感じ、専門性を発揮することがで
きる学校

こんな学校を目指しています
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赤羽小学校

三田の大地から赤埴という赤い色をした土器がたくさん出土したことが由来とされ
ています。

学校の沿革
大正15年
昭和  5年
昭和22年
昭和45年
昭和50年
平成  7年
平成13年
平成18年
平成19・20年度

平成23年
平成25・26年度

平成28年
平成30・令和元年度
令和元年

赤羽尋常小学校として開校
校旗、校歌を制定
港区立赤羽小学校と改称
港区立赤羽幼稚園を併設
新校舎落成式挙行
特別支援学級設置
東京都算数教育研究発表会開催
開校80周年記念式典祝賀会挙行
港区教育委員会研究奨励校（園）
「生活科・総合的な学習」
開校85周年記念式典祝賀会挙行
港区教育委員会研究奨励校
「自ら考え　表現し　伝え合う児童の育成」
開校90周年記念式典祝賀会挙行
港区教育委員会研究奨励校「体育」
港区教育委員会研究奨励校研究発表会開催

研究主題「豊かな心を育てる指導の工夫」

　「豊かな心」を「自己や他を大切にする心」
と捉え、特別活動や道徳、各教科の授業を通
して、児童相互のよりよい人間関係の形成を
支え、温かく関わり合うことを通して、豊かな
心の育成を目指していきます。

校内研究主題

1年
3
104

2年
3
96

3年
3
95

4年
3
96

5年
2
73

6年
2
66

特別支援
1
8

合計
17
538

学　級
児童数

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

○自分や他者を大切にし、協働する心を育成するため、道
徳教育や体験活動の充実を図ります。
○基本的な生活習慣を身に付け、落ち着いた環境で自分の
力を伸ばすことができるように、学校・家庭が「赤羽のよ
い子（生活・学習のやくそく）」で共に育てます。
○基礎・基本の学習の確実な定着を図るため、２年生以上
の算数では少人数習熟度別指導を実施しています。
○タブレット端末等ICT機器の活用も含め、多様な「考え
る」「話し合う」「表現する」活動を行っています。
○縦割り班活動等の異学年交流、併設しているひまわり学
級（特別支援学級）や赤羽幼稚園との交流学習を積極的
に取り入れています。
○隣接した高校、学区域にある大学、外国の大使館等の施
設や地域の人材を活用した授業、交流活動、体験活動を
積極的に推進しています。

学校の特色

学校生活の様子

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
特別支援学級
職 員 数

中村　美奈子
港区三田1-4-52
3451-1988
https://akabane-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/akabaneeschool
大江戸線　赤羽橋駅　徒歩8分
知的障害（ひまわり学級）固定学級
30名

○縦割り班遊びでは、いろいろな学年の人と
仲良くなれます。
○給食がおいしいです。
○運動会や大縄大会で団結できます。
○タブレット端末を使った授業が面白いです。
○幼稚園との交流があります。とてもかわい
いです。
○令和５年度から新しい校舎になるので、う
れしいです。

児童の声
校長の願い

　目指す児童像である「豊かな知性と感性、たく
ましい心と体をもった児童」を実現するためには、
国際社会の中で、社会や生活環境がいかに変化し
ても、人々と助け合い協力しながら、自分の生き
方をもち、たくましく生きていくことができるよ
う、児童が、日常の学習や生活の中で、自信をも
ち、主体的、意欲的に学ぶことを通して、自己肯定
感や自尊感情を高め、他者を尊敬する態度を身に
付けさせることが必要です。
　そこで、指導の重点を「豊かな心をもち、自分の
大切さとともに他の人の大切さを認めることがで
きる児童の育成～心とからだを健やかに人のため
になる赤羽の子～」として学校経営を進めていき
ます。

タブレット端末を活用した授業 レッツダンス赤羽

車いすバスケットボール体験 書き初め会

交通安全教室学習発表会

令和4年5月1日現在

新校舎について

　赤羽小学校は、令和５年４月（予定）、現在の校
舎がある敷地の道向かいに整備している新校舎に
移転します。（新校舎住所：港区三田2-6-2）
　なお、新校舎移転後、現在の校舎を解体し、小学
校の校庭のほか、幼稚園や放課GO→クラブ、小学
校プール等の入った複合施設を整備します（令和８
年夏の完成予定）。新たな校庭等が整備されるまで
の期間、校庭は新校舎の屋上スペース、プールは他
の区立小学校プールを活用する予定です。

外観イメージ

ピロティイメージ



○心もからだも強い子
○すすんで勉強する子
○友だちと協力する子

教育目標

総合的な学習の時間
芝浦の時間として、主に次の活動を中心に進めています。
○3年生　芝浦運河に学び運河のある町のよさを学ぶ学習活動
○4年生　地域調査し、芝浦のこれからを考える学習活動
○5年生　芝浦の地で自分ができることについて考える学習活動
○6年生　芝浦太鼓　日本の伝統文化に学ぶ学習活動
　※5年生は、なぎなたの体験学習をします。

芝浦小学校芝浦小学校
しばうらしょうがっこう

校名の由来

○30学級・児童数970名の大きな学校です。令和3 年
度、開校80 周年を迎えました。
○全校をユニットＡＢに分け、運動会や音楽会などの学校
行事をユニットごとに行っています。
○オープンスペースのある教室や可動式の床のある温水
プールなどの恵まれた施設を活用し、充実した学習を進
めています。
○少人数指導の実施など、きめ細かな指導で、学力向上を
目指しています。
○異学年交流のハッピー班活動などを通して、優しい心を
育むとともに、自他のよさを伸ばし合う人間関係を形成
します。
○合唱団「歌花隊」の活動や中休みのミニコンサート活動、
わんぱく相撲などの地域の取組に、積極的に参加してい
ます。「歌花隊」は令和元年度の「第86 回ＮＨＫ全国学
校音楽コンクール」の東京都予選において銅賞を受賞し
ました。
○「港南アカデミー」の芝浦幼稚園・港南幼稚園・芝浜小学
校・港南小学校・港南中学校とカリキュラムを連携してい
ます。

学校の特色

活気と温かみにあふれ、一人一人が生かされる「チーム芝浦
小学校」を目指します。
〇自分を大切にするとともに、他者を思いやる心を育成
します。
・人権教育の推進
〇主体的に学習に取り組む姿勢、学んだ知識及び技能を
活用し、未知のことにも対応できる思考力、判断力、
表現力を育成します。
・言語活動、読書活動の充実（芝浦小読書の日）
〇基本的な生活習慣の確立と健康な体づくりへの意識
向上を目指します。
・健康に関する資質・能力の育成
〇一人一人が能力や特性を伸ばしながら、成長・発達し
ていける支援体制を構築します。
・特別支援教育の推進

こんな学校を目指しています
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芝浦小学校

芝の村の海岸を意味する「芝の浦」と呼ばれた土地が、時代とともに「芝浦」とな
り、芝浦地区唯一の小学校であることから名付けられました。

○たくさんの友達と関わりながら、学校生活を送ることができます。ペ
アの学年と活動することもあり、学年を超えて友達をつくることがで
きます。
○学年がＡユニットとＢユニットに分かれています。学年だけでなく、運
動会や遠足などではユニットごとで活動することもあります。また、ユ
ニット担任の先生で教科を交換した授業があり、いろいろな先生の楽
しい授業を受けられます。
○校舎がきれいで、とても広いです。また、教室がオープンになってい
て、いろいろな学習活動をするのに十分なスペースがあります。
○屋内温水プールで水泳の学習ができます。雨の日でも寒い日でも、
楽しく泳げます。
○地域の方や学校の近くの企業方などが、ゲストティーチャーとして授
業をしてくださいます。

学校の沿革
昭和17年
昭和22年
昭和35年  
昭和40年
平成14年
平成16・17年度
平成18・19年度
平成23年
平成24年
平成23・24年度
平成27・28年度
平成29年
平成29・30年度
平成31年
令和4年2月

芝浦国民学校開校
港区立芝浦小学校と改称
桜と錨をデザインした校章バッジを制定
芝浦小学校校歌制定
開校60周年記念式典挙行
港区教育委員会研究奨励校
文部科学省道徳教育推進校
新校舎移転　新校舎落成記念式典挙行
開校70周年記念式典挙行
港区教育委員会研究奨励校
東京都人権尊重教育推進校
開校75周年記念児童集会実施
港区教育委員会研究パイロット校
増築校舎完成
開校80周年記念式典挙行

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
5
151

2年
6
180

3年
5
145

4年
4
147

5年
5
181

6年
5
166

合計
30
970

学　級
児童数

研究テーマ「言語活動の充実を図り、自律し自立する児童の育成
　　　　　  ～国語科の主体的・協働的な学習活動を通して～」
○児童の自律（判断力向上）・自立（実践力向上）を目指します。
○児童の立場に立った授業づくりを行います。
○言語環境の充実を図り、語彙力を高めます。

校内研究主題

○入学式（4月）
○学校公開（6月、9月、1月）
○運動会（5月、6月）
○道徳授業地区公開講座（9月）
○文化的な発表（音楽会、
　学習発表会、展覧会等）（11月）
○書き初め会（1月）
○新１年生学校説明会（2月）
〇卒業式（3月）

年間行事

特色ある教育活動

オープンスペースのある広い教室ユニットで実施した運動会 楽しい遠足1年生を迎える会

3年生運河クルーズ 歌の花を咲かせよう本校児童
合唱団「歌花隊」

個性が輝く中休みミニコンサート つながり広がる文化・交際交流、
スポーツ体験（なぎなた）

　5・6 年生の委員会活動は14 委員会あります。集会委員会ではユニットごとに児童集会の計画を考えて実
行します。また、ミニコンサート委員会ではタブレット端末を活用した動画配信によるミニコンサートを企
画・実施しています。
　自分たちができることを考え、行動することを大切にしています。

児童会活動の紹介

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

職 員 数

濵尾　敏恵
港区芝浦4-8-18
3451-4992
https://shibaura-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/shibauraes
JR　田町駅　徒歩14分
JR　高輪ゲートウェイ駅　徒歩17分
浅草線　泉岳寺駅　徒歩１4分
54名

クラブ活動の紹介
理科、映像編集、プログラミング、
絵画・工作、まんが・イラスト、手芸、
鉄道、図書、室内遊び、映画研究、
音楽、サッカー、球技、陸上・水泳、
バドミントン、バスケット、卓球
以上の17 種類のクラブがあります。

児童の声

令和4年5月1日現在



芝浜小学校

芝浜小学校芝浜小学校
しばはましょうがっこう

校名の由来
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学校の近隣は、かつて「芝浜」と呼ばれ、有名な古典落語の舞台にもなった地域で
あることから名付けられました。

令和4年4月新規開校

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

職 員 数

宮﨑　直人
港区芝浦１-16-31
3769-3051
https://shibahama-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/shibahamaes
JR田町駅　徒歩5分
浅草線・三田線　三田駅　徒歩6分
20名

令和4年5月1日現在

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
4
128

2年
3
87

3年
2
52

4年
2
62

5年
1
35

6年
1
15

合計
13
379

学　級
児童数

・自他を価値ある存在として尊重する子【徳】
・自ら考え、行動し、判断する子【知】
・心身ともに健康で、運動に親しむ子【体】

教育目標

学校の沿革
令和4年4月 芝浜小学校開校

総合的な学習の時間
・企業やNPO等と連携し、運河や近隣の施設などを
生かした学習活動を推進します。
・自ら課題意識をもって、探究的な学習に取り組むこと
を通して、地域への誇りと愛着を育み、自己の生き方
を考えることにつなげていきます。

・地上９階建ての校舎で、校庭は９階に、体育館は７
階、プールは６階にあります。なお、６階にあるプール
は温水プールです。
・７階には体育館の他にプレイルームがあり、鉄棒やボ
ルダリングを使った運動ができます。

学校の特色

・運河や水辺空間に囲まれている立地等を生かした環
境学習を実施します。
・隣接するみなとパーク芝浦の各施設と連携した多様
な学習を展開します。
・古典落語と関連する学校名や近隣にある伝統文化交
流館と連携し、伝統と文化を重んじた教育を実施し
ます。
・地域の団体や企業等と連携し、地域の教育資源を活
用した教育活動を展開します。

～あたたかい学校～ 
 「一人一人のよさを認め合い、互いに励まし合う学校」
教職員と子どもたちとの信頼関係や子ども同士のよ

りよい関係を基盤として、一人一人のよさを認め合い、
自己肯定感を育てます。また、縦割り班活動などを通し
て、子ども同士の豊かな人間関係を築き、思いやりのあ
る心を育てます。 
～落ち着いた学校～
「あいさつ・返事・聞く態度・規範意識を備えた品格の
ある学校」
明るい挨拶と品格のある行動ができるようにしま

す。自分が何をすればよいのか、また、自分に何ができ
るのかを考え、進んで約束やきまりを守って行動する態
度を養います。 
～学ぶ喜びのある学校～  
「分かった・できたことが増える学校」
自ら主体的に学習に取り組む態度を養うとともに、

基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、これら
を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断
力・表現力を育みます。 
～信頼される学校～ 
「地域とともにあり、地域に開かれた学校」
地域の人との交流活動や地域の施設を活用した学習

など、地域と関わりをもつことができるよう様々な体験
活動を推進し、豊かな人間性を育みます。
地域と学校が連携・協働しながら子どもたちを育て

ていくために、様々な取り組みを進めます。地域・家
庭・学校が一体となって未来を担う子どもたちの成長
を支えていくことができるようにしたいと考えていま
す。

こんな学校を目指しています

○新しい学校なので、自分たちで色々計画し、実行してい
くのが楽しいです。
○高学年を中心に、よりよい学校にするためにどんな
ことができるか考えています。挨拶の多い学校、花
がいっぱいの明るい学校、友達たくさんの学校にし
たいです。
○最新の設備が整っているため、快適に過ごしていま
す。屋上の校庭や広くてきれいな体育館など、毎日
休み時間が楽しいです。
○９階建ての校舎で、日々階段の上り下りをしている
ため、体力が付いてきたと感じています。

児童の声

特色ある教育活動
・特別活動の充実

異学年での交流活動（縦割り班活動）を実
施し、様々な学年の友達と関わることで人
と関わる喜びを感じさせます。また、５、６
年生には高学年としての自覚をもたせるとと
もに、リーダーシップを発揮させます。

・体験活動の充実
地域の団体や企業等と連携し、協力の下、
本物にふれる体験を重ね、生きる力を育み
ます。

代表委員会　放送委員会　集会委員会　図書委員会　
体力向上委員会　広報委員会　保健・給食委員会　
環境・美化委員会

児童会活動の紹介

遠足「芝浦中央公園（1年）」「しながわ水族館（2年）」
「野毛山動物園（3年）」「葛西臨海公園（4年）」、引き渡
し訓練、学校公開（年2回）、道徳授業地区公開講座、
社会科見学（3年、4年、5年、6年）、生活科見学（1
年、2年）、夏季学園（5年）、移動教室（6年）、運動会、
開校記念式典

年間行事

クラブ活動の紹介
スポーツ　ネット型スポーツ　最先端技術　
アート　手芸　サイエンス

研究主題「地域の施設や人材を
生かした教材の開発」

・地域を生かした授業づくりについて、「どの施
設を」「どの教科で」「どのように扱うか」をま
とめ、来年度以降にも活用できる年間指導計
画を作成します。

・研究を通して、子どもたちに地域への理解を深
めさせたり、地域に対して愛着をもたせたり
し、各教科等における教育効果を高めていき
ます。

校内研究主題

学校生活の様子

運河クルーズ屋内プール

屋上校庭開校記念集会開校式

避難訓練



○よく考え　くふうする子ども
○進んで行い　やり通す子ども
○仲よく　はげましあう子ども
○じょうぶで　心ゆたかな子ども

教育目標

総合的な学習の時間
3年生：「発見！三田の町」「インターネットを使って調べよう」
　　　　「暮らしのうつりかわり」
4年生：「地域安全マップをつくろう」「伝え合うということ」
　　　　「10年間を振り返ろう」
5年生：「環境問題について考えよう」「人権について考えよう」
6年生：「箱根のことを調べよう（箱根移動教室）」
　　　　「自分の生き方を考えよう」

御田小学校御田小学校
みたしょうがっこう

校名の由来

○校訓
　「母校ヲ愛スル者ハ国ヲ愛ス」
　本校の卒業生で慶應義塾大学第７代塾長
でもある小泉信三氏の言葉を校訓にしてい
ます。歴史と伝統ある母校を誇りに思い、地
域を愛する児童を育てます。令和2年度は、
開校20周年を迎え、令和2年10月には、地
域の方々とともに盛大にお祝いをしました。
○歴史深く・緑にあふれる地域
　学校のある三田4丁目周辺は、江戸時代に幕府が寺を集めて
計画的に作った寺院の街です。現在も、本校の周りには、たくさ
んの寺院があります。海辺の高台にあり、月見の名所としても知
られ、画家 歌川広重は、「名所江戸百景」の一つとして、「月の岬」
という作品を残しています。また、学校近隣にある「三田台公園」
や「亀塚公園」からは、縄文時代の遺跡や古代の古墳も発掘され
ています。年間を通し、これらの地域の特色を生かした教育活動
を行っています。
○授業のユニバーサルデザイン化等
　校内研究で学んだ内容を継続し、児童が「分かる・できる」よ
うに、工夫・配慮された指導方法を基盤とした授業づくり、学級
づくり、教室環境づくりをしています。一部教科担任制や算数少
人数コース別指導を取り入れ、質の高いきめ細やかな指導を行っ
てます。

学校の特色

御田小学校は「 み んな元気　た のしい御田小」
～「自分も大切　みんなも大切

　子どもが主役のたのしい学校」～
　児童一人一人が、安全・安心な環境の中で、自他を認め合いな
がら、自己実現できる学校を目指します。
　「みんな」とは、御田小学校に関わる全員を指し、「児童」「保
護者」「地域」「教職員」です。
【児童】
・ 「できる喜び」「分かる喜び」を実感できる、居心地のよい
教室。

【保護者】
・ 温かい人間関係の中、学力の保証があり、安心して子ども
を預けられる学校。

【地域】
・ 地域の中の学校。いつでも開かれた学校。子どもたちと地
域の方が関わり合える関係。

【教職員】
・ 自らの専門性が発揮できる職場。キャリアを見通せる学校。

　御田小学校に関わる人たちみんなが、自己実現できる学校で
あるとともに、他者の喜びや悲しみを自分事として、共感できる
人たちのコミュニティが御田小学校です。

こんな学校を目指しています
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御田小学校

昔、神社の土地を御田（おんでん）と呼んでいました。御田八幡の領地に建つ学校
ということで、御田（みた）小学校と名付けられました。

学校の沿革
平成12年  4月

平成18・19年度
平成22年11月
平成24・25年度
令和元・2年度
令和 2 年10月

御田小学校（明治6年創立）と南海小学校
（明治7年創立）を統合し、御田小学校開校
港区教育委員会研究パイロット校
開校10周年記念式典挙行
港区教育委員会研究パイロット校
港区教育委員会研究パイロット校
開校20周年記念式典挙行

○小高い丘にあり、カエル、ヤモリ、ヘビ、ハクビシン、サギなど野生動物が多く見られます。春
にはかわいいオタマジャクシがたくさん泳いでいます。

○給食がおいしく、バラエティーに富んでいます。おすすめはシナモントースト、クジラの竜田揚
げ、ハンバーガーです。

○南海小と分かれていたころからの長い歴史と伝統があります。

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
2
65

2年
3
84

3年
3
85

4年
2
61

5年
2
70

6年
2
77

合計
14
442

学　級
児童数

“自分も大切　みんなも大切”
自他のよさや考えを認め、主体的に自分の考えを伝え
る児童の育成
令和2年度までの研究

（「授業のユニバーサルデザイ
ン化」、「特別の教科　道徳の
充実」、「人権尊重教育」）で
の取組を生かし、ＩＣＴ機器
を活用することで、授業づく
りの改善を図ります。

校内研究主題 PTA活動

特色ある教育活動
◆人権尊重教育◆
　「挨拶・感謝・言葉遣い」に重点を置き、自他の人権を理解し、尊重をする態度を育てています。代表委員会が中心となっ
て、人権キャラクターや人権標語カレンダーの作成など、様々な取組を行っています。また、異学年交流活動を行い、積極的に
人と関わる態度と自己有用感の育成を図っています。

◆地域力を生かす教育◆『地域学校協働本部推進校』
　保護者や地域とともに協力して子どもを育てる学校を目指します。
また、近隣の学校と連携した英語活動や国際理解教育も行っています。

ヒマラヤスギと人工芝 マスコット「ヒマラヤくん」

◆御田太鼓◆
　「心・技・体・礼」をモットーに活動
しています。運動会や御田芸術祭での
発表の他にこども平和まつり、区民まつ
りなど、地域の行事で活躍しています。

「社会を明るくする運動」

あいさつ運動

地域の方がゲストティーチャーの授業 地域の方・保護者の方による学習の支援

校章
　人と人がみんなでトンネルを作り、その中をほか
の人が通り抜けるとき、それは祝福を意味します。
二人の子どもが手をつなぎ、二つの心を結ぶリボ
ン（時の流れ）が、風にそよいで、南海小学校のＮ
を描き、御田小学校の頭文字のＭになっていま
す。リボンはＮとＭも境なく未来
につながっていきます。時の流れ
の中で成長する子どもたちに愛
され、未来に通じる校章です。

近隣学校と連携した国際理解教育

たてわり班活動 代表委員会による人権集会 人権カレンダー人権キャラクターこころちゃんとまもるくん

全教員による校内研究会

46年間続いている「秋
田・千畑小交流」。コロナ禍
でこの3年、間接交流が続い
ていますが、直接交流がまも
なくできるようになります。

毎年「ふれあいまつ
り」などの楽しい行事
があり、保護者の交流
も活発です。

PTAの有志の会、「リー
ディング・ツリー」。
定期的に読み聞かせ

に来てくださいます。

学校生活の様子
本校は、令和2年開校20周年を迎えました。
校舎改築工事のため、令和６～８年度は、旧
三光小学校校舎（白金３－18－２）で授業を行
います。

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

職 員 数

小林　功明
港区三田4-11-38
3451-3997
https://mita-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/mitaeschool
三田線・南北線　白金高輪駅　徒歩5分
浅草線　　　　　泉岳寺駅　　徒歩7分
28名

児童の声

校庭は人工芝でのびのびと遊べ
ます。シンボルツリーになっている
ヒマラヤスギと大きなイチョウの木
があり、緑豊かな学校です。

令和4年5月1日現在



心もからだも健康な子
○すすんで学び　がんばる子
○責任を果たし　助け合う子
○美しいものを　大切にする子

教育目標

総合的な学習の時間
　各学年のテーマに沿って、児童の主体性を大切にしながら、
自ら課題を考える力、追究する力、表現する力、考える力の育
成を目指して学習を進めます。
◎６年間を貫く柱「高輪の町」地域を見つめて、地域で学び、
地域に還元する。
　３年生「町づくり」「安全」高輪のステキを見つけよう
　４年生「福祉」「キャリア」みんなにやさしい町へ　未来へのステップ
　５年生「国際理解」「キャリア」笑顔の花を咲かせよう！　最高学年に向けて
　６年生「伝統・歴史」「キャリア」知ろう！伝えよう！守ろう！高輪の町 未来へジャンプ

高輪台小学校高輪台小学校
たかなわだいしょうがっこう

校名の由来

○コミュニティスクールとして、地域とともに子どもを育てていきます。
・地域の人材活用、関係機関との一層の連携を図り、教育活動
を実施していきます。ＳＤＧｓを推進していきます。
・地域の保・幼・小・中・高との連携を図ります。
・高松アカデミーの取組みを通して、「豊かに学び、豊かに生き
る子ども」を育てます。

○「道徳教育や体験活動を充実させ、豊かな心を育む」「言語活動を
充実させ、確かな学力を育む」「心身の調和的な発達を大切にし、
健やかな心身を育む」指導を充実させていきます。
・学級の風土をさらに支持的な風土に創りかえ、お互いを認め合
う教室をつくります。
・挨拶運動等を通して、挨拶の大切さに気付かせます。
・主体的に学習に取り組む態度を養い、子どもたち相互が、考え
を伝え合い、聞き合い、確かめ合い、考えを高め合う協働性を重
視した授業改善に努めます。
・体育の授業・体育朝会・朝と放課後の時間・休み時間等、学校
生活の中で運動する機会を見直し、活動の充実を図ります。

○特別支援学級「あじさい学級」では、一人一人の障害特性に応じた指
導の充実を図ります。

○チーム高輪台として、教職員一丸となって教育活動に取り組みます。

学校の特色
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高輪台小学校

明治41年開校の臺町小学校と大正２年開校の高輪小学校が合併し、昭和10年に
高輪台小学校となりました。

学校の沿革
昭和10年  2月
平成17年  2月
平成17年  4月

平成17年  5月
平成21・22年度
平成22年11月
平成26年
平成26年度～
平成26・27年度
平成28年  4月
令和元年度

令和  2年  7月
 
令和  3年  4月

東京市高輪臺尋常小学校として開校
開校70周年記念式典挙行
大改修工事終了
高輪校舎にて教育活動再開
校舎竣工式典挙行
港区教育委員会研究パイロット校
第2校庭完成
開校80周年記念式典挙行
東京オリンピック・パラリンピック教育推進校
港区教育委員会研究奨励校
特別支援教室　高輪台ルーム開設
開校85周年記念関連行事（運動会、学
芸会、記念集会等）実施
プール棟竣工
放課GO→クラブたかなわだい開設
学校運営協議会を設置
特別支援学級（あじさい学級）を高松中に設置

○みんなが元気なあいさつを心がける明るい
雰囲気の学校です。

○協力し合い、困ったときに助け合うことが
できる優しい友達が多い学校です。
○休み時間は、みんなで元気に遊び、授業は
分かりやすいです。

「主体的に考え、学び合う児童の育成」
校内研究主題

保護者･地域の声
○地域とともに活動する取組みや、協力的な
保護者の方が多く、風通しのよい学校で
す。

○子どもたちは、学校のきまりを守る子が多
く、仲良く学校に通っています。

○毎日の給食は手の込んだ献立でおいしく、
楽しみにしています。

○子どもたちが安心して学校に通うことがで
きているのは、先生方が子どもの目線に
立って話してくれるからだと思います。

○プール棟は、木材がふんだんに使われてい
て、ぬくもりが感じられます。

特色ある教育活動
【高輪台小学校地域コーディネーター】
　本校では、高輪台小学校地域コーディネーターの方々が学校の教育
活動の充実に向けて、様々な支援をしてくださっています。
・図書ボランティア「くるりくら」　・花植え隊活動　
・飾りつけボランティア
・サマースクールの運営　・校外学習の支援（付添等）　
　イベントや企画に参加した子どもたちからは、「楽しかった」という
感想が多く寄せられています。ボランティアに参加した保護者の方々
からも、「参加してよかった」「楽しかった」などの好意的な意見が多く
寄せられています。また、入学式を始め行事や季節に合わせた飾りつ
けは、子どもたちも保護者の方も、見る人の気持ちを豊かにさせてくれ
ています。
【防災教育】
　高輪地区総合支所、高輪消防署、高輪警察署、高輪地区防災ネット
ワーク、高輪消防団と連携して、防災訓練を行います。
・炊き出し試食　　・消火器訓練　　・水と食料の確保
・段ボールハウス、マンホールトイレの設置　・止血法、添え木の仕方
・避難所開設の手伝い　　等
【漢字検定】
　希望者対象に、漢字検定を行います。検定を通して、漢字を覚えること
への意欲をもたせたり、意味を理解することの大切さを感じ取らせたり
していきます。
【高輪台フェスティバル・合唱発表会】
　隔年で行います。合唱発表会では、声の響きの美しさを感じ取らせ
たり、協力して一つの音楽をつくり上げる楽しさを味わわせたりしなが
ら、音楽への感性を豊かなものにしていきます。高輪台フェスティバル
では、自主的・協力的態度を養ったり、他者への思いやりを育んだ
り、共に活動する楽しさを味わわせたりしながら、学校生活をより楽
しく豊かなものにしていきます。

学校生活の様子

桂坂花いっぱい運動

PTA主催岩井水泳教室

合唱発表会 学芸会 6年生泉岳寺ガイド

運動発表会 箱根移動教室

「楽しく元気な学校」
　子どもは、新しいことを知りたい、できるようになりたい、そし
て、自分を高めたいという意欲を常に持ち続けています。また、自
分の良さや可能性を常に発揮したいと願っていて、それを実現で
きる可能性を秘めています。保護者の皆様は、我が子の可能性を
最大限に伸ばしてほしいと願っています。子どもたちが楽しく学校
に通っていれば地域もより活気が出てきます。
　保護者や地域の皆様のお力をお借りしながら、子どもの可能性
を最大限に伸ばし育てる教育を通して、子ども一人一人に主体的
に考え判断し表現することのできる力を育てていけるような学校
を目指しています。その実現こそが、子どもたちや保護者、地域の
皆様にとって「楽しく元気な学校」になるものと信じています。
　さらに、「楽しく元気な学校」を実現するために、次のことを意識
して教育活動を進めていきます。
○お互いを認め合う環境づくりの整備
○生き抜く力を育む学びの充実
○生涯を通じた学びの充実
○つながり、伝え、循環する学びの充実

こんな学校を目指しています

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
4
119

2年
4
128

3年
4
108

4年
4
132

5年
3
102

6年
3
115

1
4

特別支援 合計
23
708

学　級
児童数

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

特別支援学級
職 員 数

細川　力
港区高輪2-8-24
5447-0616
https://takanawadai-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/takanawadaies
浅草線　泉岳寺駅　　　徒歩10分
JR　高輪ゲートウェイ駅　徒歩10分
知的障害（あじさい学級）固定学級
38名

児童の声

令和4年5月1日現在



個性的で創造的な行動と協調的で愛情のある行動ができ、
広く国際社会において信頼と尊敬の得られる人間を育てる。
このために、次の合い言葉を定める。
　自分をみつめ　　　まわりもみつめ
　ひとを生かし　　　自分も生かし
　めあてをもって　　努力を続ける

教育目標

総合的な学習の時間
　「白金タイム」という名称で、各教科を発展させた内容、
今日的な課題であるSDGｓ、オリンピックパラリンピック、
福祉などを学習します。その中で「調べる」「体験する」「ま
とめる」「発表する」という活動に取り組み、「生きる力」の
充実を目指しています。

白金小学校白金小学校
しろかねしょうがっこう

校名の由来

○白金小の全ての子が守る、「白金スタンダード」（学校の約
束）を軸にけじめある学習と生活の徹底を図っています。

○本校の長い歴史を語る「心のふるさと室」は、地域の保
存会の方々が運営してくれています。地域や学校に関す
る貴重な資料が保存してあり、学校や地域の歴史につい
て学びます。

○学校特設クラブ「合唱団」、PTA公認クラブ「ミニバス
チーム」「陸上クラブ」などの課外活動があり、児童の情
操教育や体力の増進を図るとともに、個性の伸長を目指
しています。

○スクールカウンセラーや養護教諭が積極的に学級に
入って子どもを見守るとともに相談体制の充実を図って
います。

学校の特色

○「日本一の学校～白金プライドをもって～」
本校は開校147年目になる伝統と歴史のある学校です。

地域や保護者の方は、白金小学校は昔からの名門であり、
伝統を大切にするとともに常に先進的な教育活動を行って
いるという誇りをもっています。そして、未来を切り拓き、
これからの社会をひいては国際社会を支える人材を育てる
学校であるという強い思いがあります。その期待に応える
のはもちろんのこと、より充実した学校となるように、教職
員が白金小の誇り（白金プライド）をもって、地域・保護者
と連携し、日本一の学校にしていきます。
○「愛であふれる学校」
人とのかかわりが希薄になっている現代において、集団

生活の中で良好な人間関係を構築し、人への思いやりや人
権感覚をもつことがとても重要です。そして、互いに好きに
なって尊重し合える人になり、愛であふれる学校にしたいと
思います。
○「保護者、地域から信頼される学校」
保護者や地域の皆様に協力していただき、連携した教育

活動を展開します。そのために、学校での学習や行事の様
子などを学校ホームページやツイッターなどで保護者や地
域の皆様に積極的に発信します。

こんな学校を目指しています
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白金小学校

明治9年の開校当時、今の白金小学校の辺りは東京府荏原郡白金村、今里村と呼
ばれていたので、白金小学校と名付けられました。

学校の沿革
明治  9年  1月
昭和22年  4月
平成27年12月
平成27・28年度
平成28・29・30年度・令和元年度
平成30年度・令和元年度
令和2年度
令和2・3年度

第一大学区第二中学区第二十二番公立小学白金学校開校
校名を港区立白金小学校と改称
開校140周年記念式典挙行
港区教育委員会研究パイロット校
「NHK学校音楽コンクール」4年連続　全国大会2位
東京都教育委員会「プログラミング教育推進校」
東京都教育委員会「子供の体力向上推進優秀校」
全国小学校英語教育実践研究会東京大会発表校

○白金小学校には、「自分を見つめ　まわりもみつめ　ひとを
生かし　自分も生かし　めあてをもって　努力を続ける」と
いう合い言葉があります。生活のいろいろな場面で、白金
小児童全員の合い言葉として大切にしています。

○休み時間にはピロティのボルダリングで遊ぶこともできて、
とても楽しいです。
○合唱団や陸上クラブ、ミニバスケットボールクラブなど課外
活動も盛んです。

学級数・児童数
　令和4年5月1日現在

1年
4
116

2年
5
143

3年
4
125

4年
4
122

5年
3
113

6年
3
97

合計
23
716

学　級
児童数

「自分の思いや考えを、自信をもって表現できる児童の育成」
校内研究主題

保護者･地域の声
○地域の方々からも長年「しろしょう」と呼ばれ、愛されて
います。

○近隣の幼稚園、中学校、大学、児童館等と連携して、子どもた
ちの健全育成に努めており、多くの信頼をいただいています。

特色ある教育活動
○学力向上を目指し、ICT機器を積極的に活用した授業
を行っています。
○体力向上を目指し、日常的に運動できるような工夫を
しています。また、学校ホームページを通して、地
域・保護者への運動の大切さを発信しています。
○合唱団、ミニバス、陸上などの課外活動があり、児童
の情操教育や体力の増進を図るとともに、個性の伸
長を目指しています。
○運動会、音楽会、学芸会などの学校行事を大切にして
います。１つの目標に向かって協力することの尊さを
学ばせ、自主的・実践的な態度を育てます。
○低学年から算数少人数指導・音楽の専科で授業を行
い、一人一人の基礎学力をつけていきます。
○カウンセラーを積極的に活用し、子どもを複数の目で
見守っています。

クラブ活動の紹介
令和4年度は次の11クラブで活動しています。
屋外スポーツ、球技、バドミントン、卓球、科学実験、
家庭科、日本文化、ボードゲーム、まんが・イラスト、ＰＣ、
ダンス

令和4年度は次の９委員会で行っています。
代表、放送、新聞、運動、図書、飼育・栽培、
環境、集会、保健・給食

児童会活動の紹介
白金小学校のPTAは、4つの組織で活発に活動して
います。日頃からとても熱心で、その功績が認められ、
9年前には、文部科学大臣より奨励賞を受賞しました。
毎朝の交通当番活動は数十年間継続しています。学校
行事でのお手伝いなど保護者が積極的に学校に関わ
り、児童の健全育成の一端を担っています。また、ＰＴＡ
公認のバスケットボール（白金ドリームス）・陸上（白金
クラブ）の課外活動も行っていて、子どもの個性や意欲
を伸ばしています。

PTA活動

学校生活の様子

幸風の鐘「さちのかね」 ボルダリング夏季学園 移動教室 白金台幼稚園との交流

避難訓練 心のふるさと室 合唱団 学校マスコット「さっちくん」　

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

吉野　達雄
港区白金台1-4-26
3441-5407
https://shirokane-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/shirokanees
三田線・南北線　白金台駅　徒歩5分
39名

児童の声

令和4年5月1日現在



港南小学校

教育目標
○よく考えて　学習する子
○すなおで　心豊かな子
○進んではたらき　協力する子
○健康で　がんばりぬく子

総合的な学習の時間
　自ら課題を見出し、自ら調べ、自ら考え、問題を解決する資
質や能力を育てるとともに、自分の生き方を考える力、進ん
で地域に関わろうとする意欲や態度を形成することを目標と
しています。家庭や地域の協力を得ながら、地域・環境・福
祉・食育などの教育課題や地域の特色を教材化し、子どもた
ちが自ら追究できる学習活動を工夫しています。

港南小学校港南小学校
こうなんしょうがっこう

校名の由来

○子どもたちが「できるようになった」「わかるように
なった」「だから学校が楽しい」と思える学校

○子どもたちの「豊かな心」を育む学校
○保護者が「登校させて安心」「子どもたちの成長が楽
しみ」と感じる学校

○地域の人々が「応援したい」と期待できる学校
○教職員が「やりがいのある」「この学校でよかった」と
思える学校

こんな学校を目指しています

40 41

港区の南に位置していることから「港南」とされました。校章には、桜の花の中に五輪をあ
しらい、その中央に「港南小」という文字を入れています。桜の花は日本の国花、五輪は本
校が東京オリンピックと同じ年に開校したために考えられました。

学校の沿革
昭和38年  4月
昭和39年  4月

昭和40年  2月
昭和54年  5月
昭和58年  4月
昭和62・63年度

平成20年  4月
平成22年  5月
平成23年11月
平成23・24年度
平成25年11月
平成26・27年度
平成26年11月
平成28・29年度
平成30・令和元年度
令和元年   5月
令和3・4年度

港区立芝浦小学校分校として開校
港区立港南小学校開校
校章・校旗を制定
校歌制定（作詞  勝承夫　作曲  小出浩平）
掲揚ポール設置（東京オリンピック使用）
肢体不自由学級（たけのこ学級）開級
港区教育委員会研究奨励校
その後、数回の研究発表を実施
知的障害学級（わかば学級）開級
新校舎落成記念式典挙行
グラウンド落成記念式典挙行
港区教育委員会研究奨励校
第52回全国学校体育研究大会東京大会分科会会場校
港区教育委員会研究奨励校
開校50周年記念式典挙行
港区教育委員会研究奨励校
港区教育委員会研究奨励校
開校55周年記念式典
港区教育委員会研究奨励校

1年
7
229

2年
7
211

3年
6
210

4年
6
221

5年
6
221

6年
6
233

特別支援
5
35

合計
43
1,360

学　級
児童数

学級数・児童数
令和4 年5月1日現在

○高学年では、学年として子どもたちを把握し、質の高
い授業を行うために、交換授業を行っています。

○普通教室がオープンスペースとなっており、ここで多
様な活動を行っています。また、多目的スペース「こう
なんホール」では、「ふれあいコンサート」をはじめと
した学校独自の取組を行っています。

○広くてきれいな人工芝のグラウンドで子どもたちは
元気にのびのびと体を動かしています。

○温水プールがあります。また、屋上には学級菜園もあ
ります。

○子どもたちの豊かな心を育む教育を推進していま
す。特に校内研究では各教科・各領域における協働
的な学びを通して、その具現化を図ります。

○毎月兄弟学年で楽しく交流する「フレンドリータイ
ム」を行っています。

○夏季休業中には「夏休み港南クラブ」と称し、教員や
保護者、地域の方々により講座を開設しています。普
段ではできない様々な体験活動を行っています。

学校の特色

スポーツへの取組
○げんきアップタイム
グラウンドや体育館、こうなんホールに17か所の運動の場を設
定し、月に2回程度、フレンドリータイムとも連携し、体を動かす
楽しさを味わっています。
○体力向上への取組
モジュールで確保した時間を活
用して長縄や短縄を体育館やグ
ラウンドで行い体力の向上を図
ります。

○２～６年生の算数科では、少人数指導を行
い、６学級８展開、７学級９展開を基本とし
て、一人一人の学習状況を確実に把握し
ながら適切な指導を行っています。
○主体的・対話的で深い学びの手法を取り
入れながら問題解決型の学習の展開を行
い、自ら考え、自ら表現し、対話を通して
考えを深めていける学習活動を重視して
います。
○漢字検定、英語検定に挑戦し、成果を上げ
ています。

学習―基礎的・基本的な内容の確実な
定着を図り、思考力、判断力、表現力を
伸ばすために年間行事

　 ４月　入学式
　 ５月　学校公開
　 ６月　スポーツフェスタ
　 ７月　移動教室(６年生）
〈夏休み〉夏季学園（５年生）、
　　　　夏休み港南クラブ、
　　　　夏季水泳指導、
　　　　夏季補習

1学期

　９月　水泳記録会（６年生）
 １０月　合同運動会（わかば）、連合運動会（６年生）
 １１月　地域総合防災訓練、学校公開、学校説明会
 １2月　Music Festa

2学期

　１月　学校公開　道徳授業地区公開講座
　３月　卒業式

3学期

情操教育の推進

令和３・４年度　港区教育委員会研究奨励校
「豊かな心を育てる」
～協働する力の育成を通して～

校内研究主題

校長の願い
本校は、「すべては、港南の子どもたちのために」を学校経営の柱
とし、全教職員が力を合わせて、保護者や地域の方々の信頼に応え
る教育を推進します。そして、
・子どもたちの豊かな心を育む
・子どもたちに確かな学力を定着させる
・子どもたちの健全な成長を保障することを目指します。

図工作品の常設展示を行い、1年生から音
楽専科、2年生から図工専科の授業を行うこ
とで子どもたちに豊かな心を育んでいます。
5、6年生による鼓笛隊が、桜祭りや水辺フェ
スタ、交通安全パレードなどの地域行事に参
加し、素晴らしい演奏を行っています。
休み時間には、子どもたちによる自主演奏
会「ふれあいコンサート」を行っています。子
どもたちが主体的に、歌や演奏を披露しま
す。毎回たくさんの子どもたちや保護者が
「こうなんホール」に集まり、友達の歌や演奏
を楽しく聴いています。

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
特別支援学級
職 員 数

船木　亮作
港区港南4-3-28
3474-1501
https://konan-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/konaneschool
JR　品川駅　徒歩10分
知的障害（わかば学級）固定学級
66名

○みんな大きな声で元気よくあいさつをし、笑顔があふれる楽しい学
校です。
○毎年クラス替えをするので、友達がたくさんできます。
○ふれあいコンサート、フレンドリータイムやげんきアップタイム、な
ど、他の学年の友達と仲良くなれる機会がたくさんあります。
○プールは室内なので雨の日でも入れます。そして、スイッチ一つで
床の高さが上下するところがすごいです。
○グラウンドを囲むたくさんの桜の木や屋上菜園など、緑がたくさん
あってとてもきれいです。

児童の声

令和4年5月1日現在



麻布小学校

○元気な子　　○やさしい子　　○考える子

教育目標

総合的な学習の時間
　課題と出会いと体験を重視した「環境」「地域」「心の成長」
「伝統文化」の4つのテーマを中心に構成された単元で学習を
進め、生きる力を育んでいます。
３年：東京タワーたんけん、地域美化（大好きなまち六本木）
４年：茶道・和太鼓教室、名人に挑戦　　
５年：わたしたちにできること、三味線教室
６年：箱根移動教室を成功させよう、展覧会を成功させよう、お

琴教室

麻布小学校麻布小学校
あざ ぶしょうがっこう

校名の由来

開校147 年の歴史と伝統をふまえ、校風を継承発展
させて、保護者、地域に開かれた、柔軟で活力ある質の
高い教育を進めます。
そして、
６つのＫ（元気・根気・勇気・和気・やる気・本気）を

もって生き生きと学び、活力ある学校を目指します。

○安全で安心して過ごすことができる学校
○保護者や地域に信頼される学校
○チーム（組織）で課題解決していく学校
が実現できる麻布小学校にします。

そのために、全教職員が一体となった教育及び運営
に努めるとともに、保護者や地域の人々との連携を深
めます。

こんな学校を目指しています

42 43

古来より当地を「麻布」と呼んでいました。明治期には麻布区となったその地名に
ちなんで名付けられました。

学校の沿革
明治  8年　　　麻布区市兵衛町2丁目63番地に創立
昭和  8年　　　現地に校舎落成（南葵文庫跡）
昭和  9年　　　麻布、麻中両校合併
昭和21年　　　三河台国民学校を合併
昭和22年　　　東京都港区立麻布小学校と改称
昭和25年　　　現校歌制定
昭和60年　　　現校舎落成
平成27・28年度　港区教育委員会研究奨励校
平成30年4月　日本語学級設置
令和  2年　　　開校145周年記念式典挙行
令和元･2･3年度　港区教育委員会研究奨励校

日々、本校の子どもたちを見守ってくださっ
ています。
○もちつき会 　○防犯パトロール
○通学路点検　○広報誌「あさのみ」
○給食試食会　○各種PTA連合行事等

PTA活動

主体的に考え、豊かに表現する児童の育成
―ＩＣＴ機器を利活用した授業デザインを通して―

校内研究主題

○校訓「自由　規律　品格」を育む教育活動
基礎的な学力を授業で確実に身に付けさせることに
加え、ICT機器の活用や、読書タイム・出張スピーチ
タイムなどの言語力を育てる活動にも力を入れてい
ます。また、地域の方々との地域清掃「ちょこっとボ
ランティア」活動や4 年生の地下歩道橋の絵画の展
示など、地域と協働する力も養っています。それらの
活動を通して、「自由な発想」・「規律ある生活」・「品
格ある言動」を育みます。

○豊かな心の育成
あいさつやルール等の指導、麻布幼稚園との交流学
習・六本木アカデミー幼・小中一貫教育を通して、豊
かな心を育むことを目指します。

○コミュニティ・スクールとしての学校づくり
麻布幼稚園と連携してコミュニティ・スクールを推進
しています。学校運営に地域の方々に参画していただ
いたり、「地域の先生」として教育活動に参加しても
らったりしています。

○光あふれる緑豊かな学校
都心にあって、広い校庭と光あふれる緑豊かな学校で
す。港区初の人工芝の校庭で、子どもたちが伸び伸び
遊び、生き生きと活動できる教育を推進しています。

学校の特色

2学期
  ９月　始業式　水泳記録会（５・６年生、自校）　移動教室（６年生）　
１０月　連合運動会（６年生）　学校公開　セーフティ教室
１１月　学芸会　開校記念日
１２月　PTAもちつき会　音楽鑑賞教室（５年生）　個人面談　終業式
3学期
  １月　始業式　書き初め展
  2月　六本木フラワーポット（３年生）　学校公開
  3月　６年生を送る会　薬物乱用防止教室（5・6 年生）　謝恩会　修了式　卒業式

1学期
  ４月　始業式　入学式　地域訪問　個人面談（１年生）
  ５月　引渡し訓練　運動会
  ６月　学校公開　道徳授業地区公開講座　プール開き
  ７月　個人面談　終業式
〈夏休み〉夏季学園（５年生）

年間行事

学校生活の様子
よりよいあいさつ　読書活動の充実

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

宮島　淳一
港区麻布台1-5-15
3583-0014
https://azabu-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/azabues
南北線　六本木一丁目駅　徒歩5分
28名

クラブ活動の紹介

代表、運動、集会、図書、放送、保健、環境
委員会活動の紹介

校訓
自由　規律　品格

特色ある教育活動

麻布小学校のよいところ
○笑顔、あいさつ、生き物を大切にするところ。
○団結力があるところ。
○明るく、元気なところ。
○縦割り班の活動があって、全学年で楽しめるところ。
○いろいろな国の友達がいて、仲良しなところ。
○歴史があるところ。
○せせらぎ（ビオトープ）など、自然がたくさんあ
るところ。

児童の声

生活時程
●月～金曜日
　  8:00～  8:15　登校
　  8:25～  8:40　全校朝会　読書タイム　ふれあいタイム
　　　　　　　　  出張スピーチ　
　  8:40～15:15　授業　中休み　ぐんぐんタイム　給食　昼休み　清掃
　15:15～15:40　放課後遊び　下校

地域を花でいっぱいに「kids flower 六本木」 かけ声合わせて「もちつき会」

地域清掃活動「ちょこボラ」

防災協議会と共催の「防災講習会」 都会で体験「田植え」 心を一つに「学芸会」 幼・小中一貫教育「幼稚園との交流」

伝統文化にふれる「茶道教室」 日本語や日本文化を習得するための「日本語学級」

異学年での「縦割り班遊び」 伝統を引き継ぐ「高学年鼓笛隊」 食育教育「そらまめさやむき体験」

令和4年5月1日現在

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
2
69

2年
3
73

3年
2
51

4年
2
56

5年
2
63

6年
1
34

日本語
2
ー

合計
14
346

学　級
児童数

手芸、屋外運動、屋内運動、
造形、科学、ダンス、ボードゲーム、イラスト

日本語学級
　平成30年度から開設しています。日本語学級は、日本語や日本文化を習得す
るために通級して学習する学級です。３名の教員が個別指導、グループ指導にあ
たっています。様々な国の児童が在籍し、意欲をもって学習に取り組んでいます。



南山小学校

○じょうぶで明るい子
○よく考え最後までやりぬく子
○友だちとなかよく協力する子

教育目標

総合的な学習の時間
各学年共通
○私たちの暮らす地域を知り学ぶ
　様々な人が暮らす私たちの町、住みよいまちづくり、世界の
人々とのつながり

○日本の文化・伝統を学び体験する
　隈取り、江戸小紋、風呂敷、茶道、筝、能、正月遊び、百人一首など
○情報モラルを身につける
　インターネットの活用とモラル、著作権、写真撮影、南山SNS
ルールなど

３年生
○わたしたちの住む町を知ろう
　地域巡り、地域のためにできること、地域マップ・安全マップ作りなど

南山小学校南山小学校
なんざんしょうがっこう

校名の由来

どの子も伸びる　学びの南山小
～　いかそう　みがこう　きたえよう　心と体と知識・技能　～
【目指す学校像】 
○子ども一人一人が安心安全に過ごす学校
○子ども一人一人が学力と体力を身に付ける学校
○地域と保護者から信頼される学校
○組織の力で課題解決を図る学校
○教職員が互いに学び合い、高め合う学校
【目指す子ども像】
○自ら学び、考え、判断し、表現できる子
○友達と関わりながら学ぶ子
○自他の生命を尊重し、思いやりのある子
○進んで運動し、健康に親しむことができる子
○学校や地域を愛し、他者と豊かに関わる子
【目指す教職員像】
○公教育を担う教職員の誇りと自覚、研ぎ澄まされた人権感覚
を有する教職員
○愛情と熱意にあふれ、常に児童理解に努める教職員
○高い専門性と豊かな人間性を備えた学び続ける教職員

こんな学校を目指しています
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●南山（長寿・強さ・壮大の象徴の中国の山）　●皇居の南丘に建つ学校　
●内田山（校舎の建つ丘）の南側　　　　　　　●老僧「南山様」を敬う気持ち

学校の沿革
明治  9年12月　第二大学区第二中学区第二十七番
　　　　　　　　公立小学南山学校開校
昭和22年  4月　港区立南山小学校と改称
平成28年11月　開校140周年記念式典挙行
平成28・29年度　港区教育委員会研究パイロット校指定
平成29年  4月　English Support Course（国際学級）設置
令和  3年11月　開校145周年記念児童集会開催
令和  4・5年度　港区教育委員会研究奨励校指定

1年
2
51

2年
2
58

3年
2
59

4年
2
45

5年
1
35

6年
1
40

合計
10
288

学　級
児童数

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

○創立145 年の歴史と伝統を受け継ぎながら、地域麻布十番
商店街と六本木新都心開発とともに育ち、緑豊かな自然の中
に校庭が広がっています。静かで落ち着いた環境と地域の協
力の中で、子どもたちは伸び伸びと育っています。
○外国人児童と日本人児童との、日常の様々な交流の機会を通
じて豊かな国際感覚を養っています。すべての児童にとって、
多様な文化や価値観に触れながら、寛容・協力・共生の精神
が育ち、未来に生きる課題解決能力が向上しています。
○南山スタイル「学びのスタンダード」に全校で取り組み、丁寧
で質の高い学びを追究しています。
＊学びのスタンダード：「授業の始めと終わりに挨拶をしま
す」「よい姿勢で座ります」「『声のものさし』に合わせた大
きさで話をします」「最後まで静かに話を聞きます」「字を
ていねいに書きます」「名前を呼ばれたら『はい』と返事を
します」「必要な学習用具は前日までに用意します」「宿題
や家庭学習に取り組みます」

学校の特色

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

職 員 数

難波　明夫
港区元麻布3-8-15
3403-5773
https://nanzan-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/nanzanes
大江戸線・南北線 麻布十番駅 徒歩７分
日比谷線　六本木駅　徒歩7分
23名

○南山の森など豊かな自然があり、広い校庭で元気いっぱ
い遊べます。みんなが仲よく伸び伸びと過ごしています。

○バリエーション豊かな手作り給食が毎日楽しみ。
○いろいろなバックグラウンドを持った人が集まるので楽しい。

児童の声

特色ある教育活動

令和4年5月1日現在

English Support Course（国際学級）
　南山小学校の通常の学級に外国人児童を受け入れ、英語
力の高いEnglish Support Teacher（国際学級講師）を
学年に1名配置します。講師は、外国人児童に英語を用い
て国語、算数などの授業を行います。
※令和4年度は、1～ 6年生、全学年に設置しています。
○入級条件：数年間の日本滞在を予定している港区在住の

外国人児童（外国籍のみ）で、英語能力を有
すること

○受入児童数：１学年10名以内（受け入れる学級を固定し、外
国人児童が安心して学べるようにしています）

創立145周年記念児童集会 たてわり班活動

友だちとなかよく協力徳
○安心安全な居場所づくり
・授業で「安心して発表できる」人間関係の構築
・学びのスタンダードの理解と確実な指導
・たてわり班活動による異学年交流と保幼小中との連携と交流
・特別活動の充実（キャリアパスポートの効果的活用）

異学年交流 ユニセフ募金活動

○いじめをしない・させない・ゆるさない
・差別と偏見を許さない一貫した指導
・道徳教育の充実と心を育てる体験活動
・いじめの未然防止と早期発見、早期対応を重視
○豊かな人間関係の醸成
・地域の教育資源と人材活用、多様なSDGsの取組
（美術館の鑑賞、まちたんけん、地域学習、職場体験など）
○情報モラル教育の推進
・学校・家庭におけるSNSルールの確立と実践

タブレット利活用 田植え教室

○分かる喜びとできる楽しさを実感する学び
・質の高い学びの構築と南山スタイルの実践
・思考力、判断力、表現力の向上を重視した授業
・教科横断的な学習の推進

雅楽体験 まち探検

○学習状況に応じた指導と支援の充実
・安心して学習に取り組む学習集団の形成
・人的支援を活用した指導の工夫
・学習状況の把握を重視
・区・都・国の学力調査結果に基づく授業改善
・タブレット端末を効果的に活用した学習活動

よく考え最後までやり抜く知

体育発表会 投げ方教室

○運動に親しみ、運動を楽しむ活動と授業
・「わかる」「できる」「楽しい」体育科指導の授業改善
・体力アップタイムの継続的な取組
・体力テストの実施と結果の活用
・投力の向上

セイフティ教室 煙体験

○体育健康教育の推進
・体力向上の取組、薬物乱用防止教育、食育の推進、熱
中症対策

○危険の予測と危機回避能力の育成
・防災教育と安全教育の推進
・感染症に関する正しい理解と実践

じょうぶで明るく体
特別支援教育の推進
○特別支援教室での指導の充実
・一人一人の特性や発達に応じた指導の充実
・個別指導と小集団指導の効果的活用
○誰もが「分かる」「できる」「楽しい」と実感
・通常の学級、保護者、関係諸機関との連携
・校内特別支援委員会の充実
・個別の教育支援計画と個別の指導計画の適宜見直し

国際理解教育、日本の伝統文化体験
○オリンピック・パラリンピック教育
　（アスリートとの交流など）
○英語を用いたコミュニケーション能力の育成
○伝統文化に触れる、体験する場や機会の設定
　（隈取、江戸小紋、和作法、茶道、和楽器、正月遊びなど）
○地域及び企業等と連携した教育活動

４年生
○みんなが生きる町について考えよう
　住みよい町とは、大使館・世界の人々との交流、疑似体験学習
（車いすなど）
５年生
○環境問題について考えよう『THE みなエコ大作戦』
　身の回りの環境問題、エコ活動の取組、田植え・稲刈り体験
など
６年生
○将来について考えよう『夢育プロジェクト』
　職業調べ、職場体験、移動教室、学びのプレゼン・報告会の実施

保護者･地域の声
○都会のど真ん中にありながら四季の移ろいを感じさせる南山
の森はオアシスそのもの。学年を超えて全校児童の仲がよ
く、特に高学年が低学年の面倒をよく見てくれてうれしい。 



本村小学校

◎すすんで学ぶ子
○ひとの気持ちを考える子
○体をきたえる子

教育目標

総合的な学習の時間
○子どもが自ら課題を見付け、自ら学び主体的に判断し、
よりよく問題を解決する能力を育てます。
○企業や地域と連携したキャリア教育を充実させ、子ども
たちの夢の実現を応援、支援したり、自分の進路を自分
で決めていく主体性を育みます。

本村小学校本村小学校
ほんむらしょうがっこう

校名の由来

○基礎・基本の知識や技能を定着させ、思考力・表現力を育成します。
・主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の活動を
取り入れた協働的な学習を通して思考力・判断力・表現力を育
成し、創造性を伸ばします。
・体験的な活動を取り入れたり、外部講師を招いたりして授業を
充実させ、実感を伴った問題解決活動を通して理解が深まるよ
うに導いていきます。
・ICTを活用した学習活動を積極的に導入し、情報活用能力の伸
長を図り、学習効果を高めます。
・幼・小中一貫教育を念頭に入れ、本村幼稚園、笄小学校、高陵中
学校による高陵アカデミーの連携を充実させ、円滑な就学及び
教育活動ができるように努めています。

○児童理解と児童の心の絆を大切にし、豊かな心を育成します。
・異学年交流をはじめ、若竹学級や併設幼稚園、近隣保育園、中学校な
どの異校種との交流活動を行い、豊かな人間関係を育んでいきます。
・インターナショナルスクールや各国大使館などとの交流を行い、国際
理解能力の涵養（かんよう）を図ります。
・学校全体で取り組むポジティブな行動支援（スクールワイドPBS）を
行い、児童のより良い行動を育てていきます。

○安心で安全な学校を目指します。
・本村小地区防災協議会と連携を図り、地域防災訓練や安全教
室、地域安全マップの作成など具体的な体験活動を通して、児童
自ら安全意識を高められる教育を行っています。
・施設設備の安全点検を計画的に実施しています。また、PTA な
どの協力のもと地域安全パトロール、通学路点検を実施し、不
審者対策・交通安全対策も行っています。地域全体で子どもた
ちの安全を見守っています。

学校の特色

○『質の高い学力』『豊かな心の育成』『3つのC』を柱に「子供の〈夢の
実現〉を応援するポジティブな学校」を目指しています。
・【3 つのＣ】
「Chance（チャンス）⇒機会」　学校は児童が挑戦する場を計画
的に設定します。
「Challenge（チャレンジ）⇒挑戦」　児童がすすんで挑戦します。
「Change（チェンジ）⇒変化」　成功も失敗も含めて、児童を成長
させていきます。

○自己指導能力を育むポジティブな学校
・自己指導能力を高めます。
その時、その場で、どのような行動が適切であるか、自分で判断
し、決定していく能力を身に付けていきます。
・ポジティブな学校
罰を使うことなく、望ましい行動を育てる学校を目指します。
・問題が起こる前から取り組む学校を目指します。

○保護者や地域から信頼され、協力・支援される学校
・子どもは様々な人との関わりの中で育ちます。学級の友だち、若
竹学級の友だちとの関わり、幼稚園を含めた異学年交流、そし
て地域の方との触れ合う活動を通して社会性を育てます。
・自分のよさを発見し、自己肯定感をもてる子どもを育てます。
・保護者と協力して、正しいマナー、話の聴き方・話し方等の指導
を行い、規範意識を育んでいきます。
・年間を通してあいさつを奨励し、相手の顔を見て気持ちのよい
あいさつができる子どもを育てます。

こんな学校を目指しています
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学校の沿革
明治35年  4月
昭和22年  4月
昭和34年  3月
平成  3年  3月
平成14年11月
平成22年  2月
平成24年11月
平成25・26年度
平成28年12月～
平成29年10月
令和  2年  8月
令和  3年11月
令和  4年11月

東京市本村尋常小学校開校
港区立本村小学校と改称
鉄筋3階建て校舎になる
新校舎改築（現在の校舎）
開校100周年
屋上に太陽光発電装置を設置
開校110周年
港区教育委員会研究奨励校
校庭改修（人工芝）
開校115周年
全館LED工事
港区教育委員会研究奨励校研究発表
開校120周年記念式典

○今年から始まったロング昼休みでは、たくさん遊ぶこ
とができてとっても嬉しいです。

○授業でタブレット端末を使って調べたり、プレゼンをつ
くって発表したりする活動がとても楽しいです。

○本村幼稚園の園庭で一緒に遊んだり、運動会を一緒
にしたりして、楽しいです。とてもかわいいです。

江戸時代前にこの辺り一帯を元村（もとむら）と言っていたのが、本村（ほんむら）
と呼ぶように変わりました。麻布の中心という意味とも言われています。

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
2
61

2年
2
59

3年
2
53

4年
2
65

5年
2
56

6年
2
63

特別支援
2
16

合計
14
373

学　級
児童数

保護者･地域の声
○授業参観では子ども同士が考えや意見を出し合いなが
ら課題に取り組んでいる姿に我が子の成長を感じるこ
とができ嬉しかったです。

○国際科の授業も子どもが楽しんでいる様子が見られま
す。活発に英語で会話をしたり、ゲームを通じて英語
に親しんでいる様子が見えます。

○ゲストティーチャーを招いた様々な授業や読書チャレ
ンジ、保護者ボランティアによる読み聞かせ等、子ど
もの心が豊かになる体験をさせていただいています。

本村小学校には、PTA 公認友好スポーツ団体として４
つのクラブがあります。「バスケットボール」「野球」
「サッカー」「チアダンス」です。区や東京都の大会に出
場し、優秀な成績を修めています。

課外活動も充実

本村幼稚園との交流の充実
　併設の本村幼稚園とは行
事、遊び等年間を通して日常
的に交流しています。

園児との交流リレー

学童クラブの紹介
　本校には、学童クラブや、放課後子どもを預かる放課
GO→ほんむらが充実しています。学校敷地内に設置さ
れていますので、移動も安全です。児童は最大19時ま
で学童クラブに滞在でき、保護者の方も、安心して働く
ことができます。

体力づくり
　年間を通じて、体つくり
運動や縄跳び等を行い、
子どもたちの体力増進や
運動習慣を高めます。

運動委員会の企画による的あて

なかよし班活動
　１～６年生の異学年交流に
取り組んでいます。昼休みを活
用して、異年齢集団によるなか
よし班遊びでは、６年生を中
心に企画して遊び、学年の枠
を超えて仲良くなります。 なかよし班話し合い　　

交流活動の充実
　アカデミー校の高陵中学校との挨拶運動や、笄小学校
との高陵地区スポーツ交流等の活動が充実しています。

充実した学校設備

室内温水プール体育館（冷暖房完備）

オープン教室 校庭（人工芝）

　プールは室内にあり、水泳学習の時間を楽しみにし
ています。人工芝の美しい校庭で毎日元気に遊んでい
ます。

　令和４年度、本村小学校は、開校120年を迎え
ます。明治35年に開校してから卒業生も1万２千人
を越えます。

伝統ある学校

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

特別支援学級
職 員 数

山村　登洋
港区南麻布3-9-33
3473-1462
https://hommura-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/honmuraes
日比谷線　　　　　広尾駅　　　徒歩10分
南北線・大江戸線　麻布十番駅　徒歩16分
知的障害(若竹学級)　固定学級
26名

児童の声

令和4年5月1日現在

豊富な体験学習
　企業や地域の方を招いてのキャリア教育、近隣のお店と
の交流、体験的な学習を多く行っています。

キャリア教育 ICTを活用した学習



笄小学校

気づき　考え　進んでおこなう  笄の子ども

教育目標

総合的な学習の時間
○「ワールド活動」では、国際性豊かな地域の特色を生かし
ながら、外部講師をお招きするなどして国際理解教育に
取り組んでいます。
○令和４年度も大使館と連携して外国の方との交流を行い
ます。外国の文化を学ぶとともに自国のよさについて学
んでいくことで、広い視野で物事を捉える国際感覚を身
に付けます。

笄小学校笄小学校
こうがいしょうがっこう

校名の由来

　幸せな（わくわくする）学校～今日が楽しく、明日も来た
い（期待）学校～
◎すべての教育活動を通して児童の自己肯定感と「人間関
係を築く力」を高めます。

○外部人材を積極的に活用し、笄小の特色の一つであるダ
イバーシティ（多様性）を大切にします。

○全教職員が「チーム笄」として「ならぬものはならぬ」と
いう信念をもち、凡事徹底を図ります。

○「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「何ができるようにな
るか」を大切にし、授業を工夫していきます。

○保護者、地域、関係諸機関などの教育資源を最大限に生
かした体験的な学習を進めます。

こんな学校を目指しています
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①昔、天慶の乱（939年）、武士が龍川を渡るとき、見張りの武士に通行を断られたため、味方の証拠と
して刀の「笄」を与え、敵意のないことを示し、渡ることができました。この後、「笄橋」と呼ばれるよ
うになりました。

②甲賀・伊賀の屋敷がこの地にあり、龍川の橋の名を甲賀伊賀橋としたことから、後に「こうがい橋
（笄橋）」と呼ばれるようになりました。
　この笄橋にちなんで、笄町となり、笄小と名付けました。

学校の沿革
明治40年　　東京市笄尋常高等小学校開校
明治41年　　東京市笄尋常小学校と改称
大正15年　　鉄筋校舎落成
昭和11年　　校舎改築、校歌制定
昭和16年　　笄国民学校と改称
昭和22年　　港区立笄小学校と改称
昭和51年　　校舎改築
平成  ３年　　日本語学級設置
平成15・16年度　港区教育委員会研究奨励校
平成19年　　開校100周年記念式典挙行
平成21・22年度　港区教育委員会研究奨励校
平成24・25年度　港区教育委員会研究奨励校
平成28・29年度　港区教育委員会研究奨励校
平成29年　　全国学級経営研究大会、東京都学級経営研究大会、
　　　　　　 道徳教育推進拠点校、開校110周年
令和元年　　 体育館冷暖房設置 

確かな「言葉の力」を育む指導の工夫
～情報を読み取り活用する力を育てる～

　説明的な文章を教材として、情報を扱う力の育成に重
点を置いた指導を工夫します。

校内研究主題

○外国人児童や帰国児童が、日本の文化や言葉を習得する
ために、「日本語学級」を設置しています。
○国際性豊かな地域性を生かして、世界の人や文化を理解
し、尊重する態度を育成するために「ワールド活動」「世
界を知ろうわくわく教室（国際理解授業）」を行います。
○地域の特色を生かして体験型・参観型の美術館教育を取
り入れ、豊かな感性を培います。
○６年生全児童が「笄鼓笛隊」を編成し、全校朝会や行事
で演奏活動をしています。
○「キャリアパスポートデー」では、多くの企業による出前
授業を通して、児童に勤労観・職業観を形成させていき
ます。

学校の特色

クラブ活動の紹介
　児童は11あるクラブの中から、自分の興味
関心に応じたクラブを選択し、自ら主体的に計
画を立て、お互いに協力して活動に取り組んで
います。

　毎月１回、月曜日の６校時に委員会活動を
行っています。それぞれの委員会ごとに、自分
たちの役割に責任をもって取り組んでいます。
代表委員会は高陵アカデミー子どもサミットに
参加し、本村小学校・高陵中学校と協力して、
学校全体でできることなどを話し合い、実践し
ています。

児童会活動の紹介

学校生活の様子

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
3
93

2年
3
80

3年
3
91

4年
3
86

5年
2
73

6年
3
90

日本語
2
ー

合計
19
513

学　級
児童数

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

山﨑　高志
港区西麻布3-11-16
3404-1530
https://kougai-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/kogaies
日比谷線　広尾駅　徒歩7分
36名

○色々な国との関わりが多いです。様々な
文化や価値観を知ることができます。
○全学年と楽しく過ごせるなかよし班活動
があります。
○校庭が人工芝で、けがをしにくいので全
力で遊べます。

児童の声

指導法の工夫
○さわやかタイム
毎月１回、朝の時間に色々な音楽遊び等を通して音楽
の楽しさを感じ取らせます。

○のびのびタイム
毎月１回、朝の時間に長縄や短縄、持久走などに取り組
み、運動の習慣化をさせることで体力向上を図ります。

○クラスタイム
朝の時間に、各学級ごとでそれぞれの活動を行いま
す。自主的・協力的な態度を育てます。

○高学年専科制
4、5、6年生は理科専科が授業を行います。また、5、
6年生は学年内で教科担当を決めて交換授業を行って
います。

日本語学級
　日本語や日本文化を習得するための学級です。２学級、３
名の教員が個別指導、グループ指導にあたっています。様々
な国の児童が在籍し、各自が将来を見通した目標をもち、学
習に取り組んでいます。ワールド活動では、自分の国につい
て調べたことをICTを活用して
発表します。体験を通した言葉
の学びを大切にし、茶道や昔遊
び、野菜作りからの食育など
様々な体験学習を通してお互い
の理解と交流を深めています。

校長の願い
　「社会に出て、自分の力を発揮し、人の役に
立ちたいと思う子」が育つような学校を目指し
ています。
　子どもたちが将来社会に出たときに、本当
に役立てる人間にしてあげることこそが、子ど
もたちにとっての幸せであり、小学校段階で
は、その意欲をもたせることが大切だと考えて
います。

令和4年5月1日現在

笄オリンピック 鼓笛隊 のびのびタイム

キャリアパスポートデー あいさつ運動 国際理解授業



東町小学校

○明るい子 ○よく考える子
○やりぬく子 ○思いやりのある子

教育目標

学校生活の様子東町小学校東町小学校
ひがしまちしょうがっこう

校名の由来

○ESC 設置校として、外国の文化や外国語に触れるこ
とができる学校環境
　（各学年にESTを配置、英文の便りの発行、英語表記
の校内環境）
　※ESC・・・English Support Course
　※EST・・・English Support Teacher
○1年生から6 年生までの縦割り活動（ファミリー活
動）を大切にした学校生活
○日本文化の時間（茶道・和太鼓・将棋）を実施
○整備された環境（校庭人工芝・茶室・ビオトープな
ど）での教育活動
○地域と連携した教育活動

学校の特色

　安全・安定・安心を大切にしたAAA（トリプルA）の
学校を目指します。
○１つめのA…安全な学校
安全を第一に、教職員が常に危機管理意識をもって
日々の教育活動に努め、児童自ら自分の安全は自分で
守るという意識や態度を身に付けることができる学校
○2つめのA…安定した学校
共感的理解に基づいた生活環境で、児童自ら居心地
のよさを感じることができるとともに、学習規律が徹
底された学習環境で、学習内容の基礎・基本の定着
を図ることができる学校
○3つめのA…安心できる学校
子どもが学校に来ることが楽しみで、保護者が安心し
て任せられる学校、学校での教育活動が、地域や保護
者によく理解され、よりよい教育の実現に向けて、学
校・家庭・地域の連携・協力が図られている学校

こんな学校を目指しています

50 51

善福寺の門前町の東に位置することから、町の地名を東町としました。そして、
その地域の学校として東町小学校となりました。

学校の沿革
大正  2年11月
昭和20年  5月
昭和21年  3月
昭和30年  4月
昭和30年  7月
平成12年
平成17・18年度
平成24年
平成25年11月
平成25・26年度
平成28年  4月
平成31年  3月

東町尋常小学校開校
戦災により校舎全焼
廃校となり本村小学校で合併式挙行
本村小学校で復興開校式挙行
新校舎（現在地）へ移転
南海小学校からつぼみ学級移転
港区教育委員会研究パイロット校
English Support Course（国際学級）設置
開校100周年記念式典挙行
港区教育委員会研究奨励校
プレハブ新校舎建設
つぼみ学級閉級

特色ある教育活動
○国際色豊かな東町小学校の子ども
　◇国際理解教育の推進
・教室で外国語に触れる環境づくり
・International Assembly(国際科集会)での発表会

　◇異文化理解教育の推進
・人権教育、食育、ゲストティーチャーによる異文化理解
・他国の文化を知ることの学習（生活科・総合的な学習
の時間等）

　◇外国籍児童への支援
・ESC（English Support Course）での英語による学習
・EST（English Support Teacher）による英語のサポート

○異学年集団活動
◇1年生から6年生までの縦割り班活動（ファミリー活
動）を大切にした学校生活
・ファミリー清掃、ファミリー遊びなど

○日本文化理解
　◇日本文化の時間を年間12回実施
・上学年は、茶道、和太鼓、将棋を体験
・下学年は、折り紙、カルタ、動物将棋、百人一首、昔遊び等を体験

○体力づくり
　◇人工芝の整備された運動環境
・なわとび月間
・全児童の体力テスト実施

○地域との連携
　◇地域と連携した教育活動の充実
・地域と連携した避難訓練
・夏休みラジオ体操の実施

○いろいろな国の友達ができたり、たくさんの外国の文化を知
れたりすることができる。
○給食で、世界の国々の料理や調理さんの手作りのパンが食
べられる。
○International Assemblyとか、日本文化の時間とか、東町
小学校ならではの行事がある。

「進んで自分の考えを表現する児童の育成」
　　　　　　　　　　　  ～「書くこと」の学習を通して～

校内研究主題

国際色豊かな東町小学校の子ども

将棋 茶道

和太鼓

日本文化の時間

地域と連携して

総合的な学習の時間
○3年生以上の学年で実施
　・見付ける力　・計画する力　・調べる力　・伝える力　・まとめる力
　以上の力を育てることをねらいとします。

○内容
　・地域　・環境　・福祉　・情報　・国際　・自己
上記の各内容を設定し、各学年ごとにテーマを決め
て学習します。
<主な内容>
3年生・・・「わが町・東町」地域探検
4年生・・・地域安全マップ作り ・アメリカ大使館との交流・ヤゴ救出作戦
5年生・・・ファーム東町
6年生・・・移動教室課題別学習・障がい者スポーツ体験

国際科の授業 ESC (English Support Course)

ファミリー活動（異学年集団での活動）

ファミリー遊び ファミリー清掃

合同避難訓練 夏休みラジオ体操

学校行事

運動会 International Assembly

体力づくり

なわとび月間

English Support Course（国際学級）
　東町小学校の通常の学級に外国人児童を受け入れ、英語
力の高いEnglish Support Teacher（国際学級講師）を
学年に１～２名配置します。講師は、外国人児童に英語を
用いて国語、算数などの授業を行います。
○入級条件：数年間の日本滞在を予定している港区在住の

外国人児童（外国籍のみ）で、英語能力を有
すること

○受入児童数：1学年10 名前後（令和元年度から、受け入
れる学級を学年１～２学級に固定し、外国人
児童が安心して学べるようにしています）

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通

職 員 数

橋本　勇一
港区南麻布1-8-11
3451-7726
https://higashimachi-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/higashimachies
南北線　　麻布十番駅　徒歩5分
大江戸線　麻布十番駅　徒歩10分
28名

児童の声

令和4年5月1日現在

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
3
82

2年
3
77

3年
3
81

4年
2
74

5年
2
72

6年
2
69

合計
15
455

学　級
児童数



赤坂小学校

○やさしさと思いやりのある子
○よく学びよく遊ぶ子
○心と体をきたえる子

教育目標

総合的な学習の時間
「大好き！赤坂のまち」安全マップを作ろう（安全教育）
「プログラミングを体験しよう」（プログラミング学習）
「赤坂環境探検隊」（環境教育）
「Discover World」（国際理解）
「ユニバーサルデザイン イン 赤坂　～多様性について知ろう・体験
しよう～」（福祉教育）
「街の伝統を受け継ごう　～咸臨太鼓～」（伝統・地域）

かん りん

赤坂小学校赤坂小学校
あかさかしょうがっこう

校名の由来

○子どもと教職員が活力に満ち、満足できる学校
・子ども一人一人のよさや可能性を引き出し、夢や希望、
目標をもつことができる教育活動の展開
・子どもたちに寄り添い、励まし、支える熱意のある教職
員と、組織対応による教育の質の向上

○学ぶ意欲を高め、確かな学力が身に付く学校
・基礎的、基本的な知識・技能を確実に身に付ける丁寧
な学習指導
・課題解決のために必要な思考力、判断力、表現力等を
はぐくみ、主体的に学習する態度の育成
・「学ぶことが楽しい」「勉強が分かる」と実感できる授
業の工夫

○保護者・地域と連携し、通わせたいと思える学校
・コミュニティスクールとしての地域に根差した特色ある
教育活動の実施
・きめ細やかな学習指導と、規範意識をはぐくむ生活指
導の充実
・家庭・地域との連携・協力の一層の重視と、地域とと
もにある学校づくりの推進

こんな学校を目指しています

52 53

旧赤坂小学校、檜町小学校、氷川小学校の3校が統合された本校は、「赤坂」の地域を
代表する学校であることと、3校の中でも一番歴史の古い旧赤坂小学校の校名を引き継
ぎ、現在の赤坂小学校となりました。

学校の沿革
平成  5年  4月

平成  5年10月
平成10年  2月
平成15年11月
平成20年10月
平成22・23年度
平成25年12月
平成27年11月
平成27・28年度
平成28・29年度
平成30年度
令和元年度
令和5年度

港区立赤坂小学校開校
校旗、校歌、校章制定
開校式典挙行（以降開校記念日）
全国安全教育研究大会
開校10周年
開校15周年
東京都教育委員会人権教育推進指定校
開校20周年
優良PTA文部科学大臣表彰受賞
東京都オリンピック・パラリンピック推進校
港区教育委員会研究奨励校
開校25周年
5人制サッカー競技応援校
小中一貫教育校赤坂学園　開校予定

○みんな元気よく挨拶ができるので、気持ちよく学
校生活を送ることができます。

○学芸会や運動会など、みんなで力を合わせて頑張
る行事がたくさんあり、楽しいです。
○給食のメニューがたくさんあり、とても美味しいの
で、いつも完食しています。
○巻き芯集めやエコキャップ回収運動など、みんな
で環境のことを考えて取り組んでいます。エコ
キャップは5万個も集まりました。

体育科  「運動の楽しさや喜びを味わい　意欲的に取
り組む児童を育てる体育学習」
＜研究仮説＞　
児童が「やってみたい・楽しい・またやりたい」と思え

るような授業の工夫をすれば、運動の楽しさや喜びを味わ
い、意欲的に取り組むことができるだろう。
＜視　点＞　
○児童の実態や興味・関心に応じた学習活動の設定
○児童が肯定的にかかわり、主体的に運動に取り組むこ
とができる言葉掛けの工夫
○運動の日常化につながる魅力ある教材の準備

校内研究主題

　ＰＴＡ活動は、子どもたちを中心にした「わ」をつくる
ことを目的としています。
～互いに学び合い、成長し合う赤坂小ＰＴＡ～
　活動方針
　１　学校・クラス・先生とのつながり
　２　地域とのつながり
　３　子どもと保護者・保護者同士のつながり
　４　子どもたちの安全を推進
　５　人気のおやじの会。毎年会員が増えています。
＊平成27年11月に、長年のPTA活動の功績が認めら
れて、文部科学大臣賞をいただきました。

PTA活動

特色ある教育活動

あいさつ運動 箱根移動教室 運動会 秋まつり 出前授業（ピースフラッグ作り）

ユニセフ募金 赤小子どもまつり 学芸会 クラブ活動 SDGsの取り組み（みなエコ）

咸臨太鼓 町探検 PTA主催　親子自然体験活動 学校運営協議会 書き初め会

学級数・児童数
令和4年5月1日現在

1年
4
108

2年
3
98

3年
3
86

4年
3
82

5年
3
95

6年
2
68

合計
18
537

学　級
児童数

赤いちょう（スクールマスコット）

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

齋藤　恵
港区赤坂8-13-29
3404-8602
https://akasaka-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/akasakaes
千代田線　乃木坂駅　徒歩7分
34名

児童の声

保護者･地域の声
○子どもたちの生き生きとした表情、明るいクラスの雰
囲気、担任の先生のきめ細やかな指導などが、クラス
全体をよくしていると感じました。
○音楽の授業は、歌ったり演奏したりすることができな
いなど制約のある中でも、音楽の楽しみを味わえるよ
うに教えていて、うれしく思いました。
○給食を初めて見ましたが、みんなしっかり食べて、おか
わりもしていて、給食が美味しいのだと伝わりました。
○コロナ禍でも、感染症対策をして学芸会を行ったこと
が、感無量でした。子どもたちの顔から満足感や達成
感が感じることができました。とても素敵な経験に
なったと思います。

令和4年5月1日現在
学校の特色

○企業や地域の方を招いた環境・食育・福祉等の教育
○近隣の幼稚園・保育園・中学校との連携教育（赤坂
アカデミー）

○赤坂コミュニティスクール（学校運営協議会）
○令和５年度小中一貫教育校赤坂学園　開校予定
○異学年交流（兄弟学年による交流）
○JRC（青少年赤十字）活動
○屋内温水プールを利用した水泳指導
○６年生全員で取り組む、勝海舟ゆかりの咸臨太鼓
○特別支援教室拠点校（赤坂小、青山小）
○「みなと子どもエコチャレンジ」の取組（SDGsに関連
する教育の実践）

かん りん



青山小学校青山小学校
あおやましょうがっこう

54 55

青山小学校

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
特別支援学級
職 員 数

髙山　直也
港区南青山2-21-2
3403-5588
https://aoyama-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/aoyamaes
銀座線　外苑前駅　徒歩2分
知的障害（あすなろ学級）固定学級
22名

○校庭が全部人工芝で、休み時間や体育で思いっき
り走ったり遊んだりできます。
○各学年でSDGｓに関する学習や取組みをしてい
て、一人一人が地球環境のことを真剣に考えてい
ます。
○あいさつ運動やいじめゼロプロジェクトを全校で
取組み、明るく楽しい学校づくりを目指していま
す。
○縦割り班活動が月に１回あり、学年の枠を超えて
仲良くなることができます。
○給食がとても美味しくて、毎日が楽しみです。残
菜が少ないことも自慢です。
○ブラスバンド部では地域で演奏することを目標に
練習しています。
○放課後にＰＴＡや地域の方が中心となって行う課
外の部活動があります。

児童の声

○放課後部活動
　PTA有志と地域の皆様、専任コーチで運営する8つの部活動
○地域との連携
郡上市との田舎夏休み体験交流、地区委員会主催の多様なイベント
（青山みんなで走ろう会・スキー・スケート教室他）
○運動会等の学校行事への支援、PTAフェスティバルの実施
○読み聞かせボランティア

学校生活の様子

ブラスバンド演奏　　　 あいさつ運動

書初め会（書道家）交通安全教室（赤坂警察署） みつばちの環境学習（TBS） 青山小部活動（生き物部）

マングローブ植樹の環境学習（伊藤忠商事） 海洋ゴミに関する環境学習（大学教授）

PTA活動

保護者･地域の声
○コロナ禍で学校行事やイベント等が縮小、中止になる
流れの中であっても、常に安全に実施できる方策を探
り、工夫する等、児童にとっての最善を第一優先に考え
てくれる学校です。
○学年の枠を超えた交流が盛んで、先生方も児童一人一
人に対して迅速にきめ細やかに対応してくれています。
小規模校の良さが随所に見られます。
○秋には神宮外苑のいちょう並木、春には青山霊園の桜
並木、近くには大きな公園等があり、緑豊かな美しい
自然環境の中で学ぶことができます。
○協働・連携可能な企業が近隣には多く、SDGｓの実現
に向けた教育活動が充実しています。

特色ある教育活動
○歴史と伝統に支えられて開校147周年
　・貴重なものがいっぱいの資料室
　・日本の伝統芸能を体験学習
○特別支援学級「あすなろ学級」
　・経験豊かな専門の教職員によるきめ細やかな支援体制
○企業や団体と提携した多彩な学習活動
　・地域の方を講師として招いての書道教室・制作活動
　・周囲に並ぶ大企業への見学や企業体験、コラボ学習
○自らいじめをなくす実践　
　・児童発信の「いじめゼロプロジェクト」
○交流学習の充実
　・高学年児童から低学年児童、保育園児への読み聞かせ
　・通常の学級の児童と特別支援学級の児童、特別支援

学校との交流

　・学習を通した地域の方々との交流活動
○強い絆の「縦割り班活動」
　・あいさつ運動、地域清掃、毎月の縦割り班遊び
○ＩＣＴを活用した先進の学習活動
　・iPadを活用した個別最適化された学習
　・デジタル教科書と電子黒板を使ったわかりやすい授業
○地域に根付き、地域との交流の要となるブラスバンド部
活動

○主体的な読書活動の推進
　・学校図書館司書・学校図書館支援員による学校図書
館運営の充実　

　・保護者や地域の学校図書館ボランティアスタッフによ
る月１回の読み聞かせ、図書館の環境整備

令和4年5月1日現在

学級数・児童数

1年
1
23

2年
1
29

3年
1
30

4年
1
22

5年
2
47

6年
1
38

特別支援
4
28

合計
11
217

学　級
児童数

令和4年5月1日現在

「物事をより広く、深く考え、自分事として発信・行動できる児童の育成
～青小が始める持続可能な社会づくり～」

校内研究主題

教育目標
○やさしい心をもち　なかよくする子
○よく考え　すすんで学ぶ子
○健康で　たくましい子　

総合的な学習の時間
○総合的な学習（を含む全ての学習）は、SDGsの実現に向けて行われます。
○「いじめゼロプロジェクト」は全学年で行います。
【３年生】
・青山の地域、商店や公共施設の学習を通して地域への愛着
心と地域の一員としての自覚を育てます。
・フードロス課題や様々な立場の食に対する取組の学習を通
し、食や食文化に対する造詣を深めます。
・社会科と連携し、地域に残る昔、文化、歴史を学び、郷土愛を育てます。

校名の由来

◎人間を愛し、地球を愛し、平和を愛する青山小学校
　～持続可能な社会の造り手となる人材を育てる学校～
○学校教育の2本柱
　「協働して持続可能な社会を作る力」（ESD）SDGsの実現に向かって。
　「他者を思いやり、自らいじめをなくす実践に取り組む力」（人権教育）
○保護者や地域と協働して、言葉を大切にし、互いに認め合
い、尊重し合う児童を育成する学校
○一人一人の願いを受け止め、
誠意をもって対応する安心・
安全、安定した学校
○わかる喜びや学ぶ楽しさを
実感できる授業・行事を展開
する学校
○児童・保護者・地域と協働し
てつくる笑顔あふれる、地域
に誇れる学校

こんな学校を目指しています

江戸時代にこの地に屋敷を構えた青山公の領地から、青山の地名がつけられ、そ
の青山で最初の小学校として現在の校名となりました。

学校の沿革
明治  8年  9月
昭和50年11月
平成16年  3月
平成21年  2月
平成24・25年度

平成27年11月
平成29年度
平成29・30年度
令和２年度 
令和３年度 

南青山4丁目に開校
開校100周年記念式典挙行
ホタルの飼育を開始
ICTを用いた授業実践NEXTプロジェクト発表
タブレットPCやデジタル教科書を活用した
授業改善の報告会、発表会の開催
開校140周年記念式典挙行
平成29年度東京都小学校視聴覚教育研究大会
港区教育委員会研究奨励校
開校145周年記念集会・音楽会挙行
SDGsに向けた取組み本格始動　風力発
電・ソーラー発電・ビオトープ修理完了

　全校児童数が220 名程度の小規模校ですが、「青山小学校で
しかできない」取組がいっぱいの学校です。主なものとしては
○校内での異学年交流及び地域との交流学習、月に１回の縦割
り班活動

○近隣の様々な企業や団体、地域と連携して取り組む、将来に
生きてはたらく体験学習

○専門性を生かした１年生からの音楽・図工の専科授業
○PTA有志、地域の皆様の協力による課外部活動

学校の特色

【４年生】
・あきるの自然教室での水源林学習やサントリー（株）とのコ
ラボ授業「水育」、社会科の学習等とも関連させ、「水」をテー
マにした「持続可能な水資源の確保」についての学習を展開
します。
・青山特別支援学校との交流学習を通して、共生社会の実現
に向けた学習を行います。
・自己の成長をふり返り、自己肯定感を培うと共に、未来への
展望をもち、命の尊さや豊かさを学びます。

【５年生】
・大学教授をゲストティーチャーに迎え、「海ごみ」をテーマに
した環境学習と持続可能な取組を展開します。自分自身の生
活を振り返り、環境に与える影響と海という自然環境の豊か
さについて学びます。
・年間を通してパルシステムとのコラボ授業「米作り」に取り組
み、持続可能な食糧生産について学びます。
・箱根夏季学園の自然体験活動を通し、箱根の自然環境と環
境保全に取り組む人々の役割について学習します。

【６年生】
・租税教室や経済教室において、ゲストティーチャーから税金の
使われ方や我が国の経済活動の仕組みについて学習します。
・箱根移動教室の学習を通して、箱根の歴史や文化について学
びを深め、文化遺産や自然を守る意義を学びます。
・キャリア教育を通して、夢や目標をもち、自己実現のための
具体的な道筋を学ぶ中で、進路選択の視点や働くことの意義
を理解します。
・地域の方々から空襲や学童疎開についての体験談を伺い、平
和学習に取り組みます。

校門から続く緑の小道「グリーンロード」



地域との交流学習読書指導「青南図書館」

縦割り班活動

○よく考える子
○思いやりのある子
○体をきたえる子

教育目標

青南小学校青南小学校
せいなんしょうがっこう

校名の由来

学級数・児童数

○南青山の緑に囲まれた環境の中で、国内外に著名な文筆家
や芸術家、政財界で活躍する多くの先輩を輩出する１１６年の
歴史と伝統のある学校です。
○全２１学級の全校児童を４２班に分けた縦割り班で集会活動や
集団遊びを行うなど、学年を超えての交流を推進しています。
○外部の専門家や地域の人材・保護者や関係機関と連携を図
り、文化・芸術施設を活用し、感性を豊かに育てるための多
彩な体験活動を大切にしています。
○理科・生活科教育の推進に力を入れ、理科公開講座を開催し
ています。「くらしに見付け　くらしに広げる　理科・生活科
学習　～もう一度　やってみようためしてみよう～」をテーマ
に、学校・家庭・地域が連携した自然・科学とのかかわりを重
視した内容を取り入れています。

学校の特色

○子どもたちが心豊かに、知性にあふれ、心身ともに健康に育っ
ていくために「学力の向上」「社会性の育成」「健康な心や体」
を実現するための教育活動を展開します。
○「気品と風格にあふれた＜国際人＞青南の子」をキャッチフ
レーズに、青南小学校のよき伝統を受け継ぎ、心身共に健康
で、国際社会で信頼される人間の育成を目指します。
○10年後20年後を見据え、次の３つの力の向上を目指して教
育活動を行います。
　＜人間関係形成＞『なりたい自分』に近づこうと努力します。
　＜社会参画＞多様な他者とよりよく関わろうとします。
　＜自己実現＞所属する集団の一員としての役割を果たそうとします。
この３つの力が調和し、毎日、自分を振り返り、『自分自身に
ありがとう』と言える児童を育むことにより、「いつでも　ど
こでも青南の子」が実現します。

こんな学校を目指しています

56 57

青南小学校

当時の青山南町6丁目（現在の所在地）に学校を設置したことから、青南小学校と
名付けました。

令和4年5月1日現在
1年
4
124

2年
4
107

3年
4
106

4年
3
107

5年
3
94

6年
3
96

合計
21
634

学　級
児童数

「自分の考えをもち、豊かに表現する児
童の育成～児童の主体的な学びを促す
課題設定と言語活動～」
教科：国語科

校内研究主題

○学力の向上
・一人一人が何を学ぶかを意識し、何を
学んだかを自覚できるようにする

・課題発見と解決に向け、主体的な学
び・対話的な学び・深い学びを取り
入れる学習

・算数科では少人数指導を実施し、「考
える力」「活用する力」を育て、学ぶ
楽しさを味わわせる授業を展開する

・理科教育の推進
・体験的な学習を積極的に取り入れる
・読書指導：「青南100 冊」の活用
・読書マラソン
・本物にふれる：青南文化芸術サロン
構想

○社会性の育成
・あいさつを重視した教育活動の展
開（「あいさつと笑顔あふれる青
南小学校」）

・縦割り班を活用した異学年交流
・青山アカデミー（青南小学校・青
南幼稚園・青山小学校・青山中
学校の交流活動）

・さわやか活動（ボランティア活動）
・生き方を学ぶ（キャリア教育）
・自治的自発的活動（特別活動の充実）
・縦割りあいさつ運動
・特別活動の充実

○健康な心と体
・運動する楽しさに気づき、自ら課題
解決できる体育学習の充実を図る

・生活習慣の確立：「早寝・早起き・
朝ご飯」

・食育の推進（理科教育との連携）
・安全（防災・交通・不審者・生命の
尊さ）に対する指導

・いじめ防止への取組の重視
○地域・保護者・関係機関と連携し
た多彩な活動
・金管バンド「Blue Heart」
・青南SC（陸上を中心とした運動クラブ）
・おはなしポケット（保護者による読み聞かせ）
・青南ガーデニングクラブ（ボラン
ティアによる植栽の充実）

BSC（代表委員会）、計画委員会、音楽委員会、放送委員会、
図書委員会、保健委員会、給食委員会、運動委員会、
栽培委員会、環境委員会、集会委員会、広報委員会

児童会活動の紹介

青南小学校の教育目標

学校の沿革
明治39年  9月
明治39年11月
明治41年  4月
昭和11年  4月
昭和16年  4月
昭和22年  4月
昭和56年  4月
平成18年11月
平成19・20年度
平成25年  4月
平成28年  3月
平成28年11月
平成29年10月
平成30年10月
令和３年11月

青南小学校開校
開校式典挙行
青南尋常小学校へ
新校舎落成
青南国民学校へ
港区立青南小学校へ改称
新校舎落成
開校100周年
港区教育委員会研究奨励校
東京都理数フロンティア校
第2校庭拡張工事完了
開校110周年
体育館天井改修及び冷暖房設置
校庭人工芝工事完了
開校１１５周年

総合的な学習の時間
○自己の生き方につながる学びを児童自らが経験できる
ようにする。「かかわり」「体験活動」を基本とし、課題
設定をし、意欲的に探究し、学び得たことを伝え、生か
していく。
3年生　地域の特色・キャリア教育に基づいた課題
4年生　自然科学教育・キャリア教育に基づいた課題
5年生　食育・キャリア教育に基づいた課題
6年生　環境教育・キャリア教育に基づいた課題

学校生活の様子
★青南小学校【ホームページ：https://seinan-es.minato-tky.ed.jp/】
　【ツイッター：https://twitter.com/seinanes】で学校の様子を紹介しています。

○運動会
○展覧会
○開校１１６周年記念日：１１月１８日（金）

年間行事

特色ある教育活動

ICTを活用した授業

学校概要
校 長
所 在 地
電話番号
H Pアドレス
Twitterアドレス
交　　通
職 員 数

野口　直樹
港区南青山4-21-15
3404-8608
https://seinan-es.minato-tky.ed.jp/
https://twitter.com/seinanes
銀座線・千代田線・半蔵門線　表参道駅　徒歩5分
34名

児童の声

令和4年5月1日現在

クラブ活動の紹介
体育館運動、卓球、ソフトボール、ｉＰａｄ、
科学・実験、伝統文化 、イラスト・マンガ、アート、
ボードゲーム、サッカー、ダンス、研究、手芸

○よりよく、より楽しい学校づくりを目指し、ＢＳＣ２９【ブルー・サウス・チェリーブロッサムの代表委員児童２９名】や６年生が中心と
なり、様々な特別活動を主体的に行っています。
○令和４年度開校１１６周年行事は、代表委員会を中心に計画・運営を行っていきます。
○縦割り班活動が充実しています。例えば、朝に正門前に立ち、登校する人にあいさつをし、笑顔を広げる「あいさつ運動」を行ってい
ます。地域の方々とも自然にあいさつを交わしています。この運動を行うことで、朝から気持ちよく学校生活を送ることができます。
○自然豊かな学校です。OB・OGやPTAの方が中心となって活動している「青南ガーデニングクラブ」があり、学校の周りは四季
に応じた素敵な花がガーデニングされています。また、ミニ日本庭園にある池には、たくさんの鯉が泳いでいます。大きな２本の桜
やくすのきなど、私たちを見守ってくれています。
○とてもおいしい給食を食べられます。いつも楽しみです。
○理科・生活科の授業で、様々な実験や観察、活動ができます。３年理科の学習では、チョウの成長を身近に学ぶことができました。
○卒業生には、中村草田男さん、オノ・ヨーコさんなど多くの著名人がいます。毎年２月には「草田男展」があり、全校で俳句を作っ
ています。

子どもたちのために、いつも本当に
ありがとうございます。

PTA活動

ツイッター
https://twitter.com/seinanes


