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令和２年７月２０日 

                                                   福生第二小学校 くまがわ学級 

 

くまがわ学級 保護者会資料 

次第 

１ 担任紹介・指導補助員紹介・保護者の方の自己紹介 

 

２ 学校およびくまがわ学級の目標や取り組みについて 

（１）学校経営方針 

（２）学級の教育目標とおもな取り組み 

（３）時間割、学習内容について 

（４）交流学習、なかよし学級 

（５）教科書について 

（６）その他 

 

３ １学期の学習について 

 

４ 夏季休業中の取り組み等について 

 （１）持ち帰る物について 

 （２）通知表、個別指導計画について 

（３）夏休みの過ごし方について 

（４）夏休みの宿題について 

 

５ ２学期の予定について 

 

６ 質疑応答等 

 

７ ＰＴＡ役員紹介 
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くまがわ学級保護者会 

１ 担任紹介・指導補助員、講師紹介・自己紹介 

・くまがわ学級は、毎日１名（木曜日は 2 名）の指導補助員が入ります。 

 ・担任は、出張や校務等で授業を抜けることがあります。その場合は、他の担任や指導補助員、講師が

連携し、児童の安全管理・指導を行います。 

＜担任＞ 

１組 ２組 ３組 

   

＜学年窓口＞ 遠足や交流等で引率します。 

１年  

２年  

３年  

４年  

５年  

６年  

＜指導補助員・講師の出勤日＞ 

 （月） （火） （水） （木） （金） 

指導補助員      

講師      

 

・保護者の方の自己紹介 

 

２ 学校およびくまがわ学級の目標や取り組みについて 

 （１）学校経営方針 （別紙参照） 

（２）学校および学級の教育目標と主な取り組み 

○福生第二小学校 教育目標 

   ・よく考える子 

   ・思いやりのある子   ・体を大切にする子 

 

 

○くまがわ学級 教育目標 

・集団生活のきまりを理解し、自ら考え、実行できる児童の育成 

・自分に自信をもち、他者と認め合い、協力し合える児童の育成 

・物事に興味・関心をもち、すすんで体を動かすことのできる児童の育成 
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目標を達成するための具体的な指導 

 

集団生活のきまりを理解し、自ら考え、実行できる児童の育成のために… 

 

・国語や算数では、一人一人に合った学習ができるよう、おおよそ同じ課題に取り組むことのできる

グルーピングをする。 

・授業においては、生活に身近な題材、体験的な活動を大切にし、生活の中で般化できる力を育てる。 

・授業時数については、基本的に通常の学級と同程度とし、国語は週５時間、算数は週４時間実施し、 

基礎的な学力を定着させる。 

  ・理科、社会、保健などの内容を生活単元学習で学習する。 

 

自分に自信をもち、他者と認め合い、協力し合える児童の育成のために… 

                 

・スモールステップでの課題提示により達成感を感じたり、称賛されたりする経験を大切し、自尊感  

情を向上させる。 

・集団における協働作業を大切にし、自他の役割に気付き、協力し合える児童を育てる。 

・家庭と連携を深めながら、規則正しい生活態度や基本的な生活習慣への意識を高め、基本的生活習

慣を確立させる。 

・社会の一員として自立できるよう、必要な生活能力や社会性を育てる。保護者との共通理解を深

め、将来の方向を考慮しながら、中学校の見学などを計画的に進め、情報を共有しながら、適切な

進路をソーシャルスキルの向上を目指し、「くまがわタイム」を設定する。主にソーシャルスキル

トレーニングに取り組む。 

 

物事に興味を・関心をもち、進んで体を動かすことのできる児童の育成のために… 

 

・社会見学は、３年計画で行き先を変え、様々な経験ができるよう配慮する。全体のねらいは、集団

行動をすること、公共交通機関の利用することとする。低学年、高学年でそれぞれねらいを設定

し、ねらいを達成できるよう活動を分ける。（今年度は目的地は「六都科学館」。ねらいは低学年は、

公共交通機関や、施設での過ごし方、体験活動を楽しむ。高学年は、公共交通機関や、施設の使い

方やマナー、展示物を見たり、体験したりすることで、科学の楽しさに触れる。） 

・体育は週３時間設定し、体力の向上及び様々な身体の動きが経験できるようにする。１学期はおも

に、体ほぐし運動に取り組み、２学期以降、器具を使用した運動、ゲーム性のある運動に取り組む。 

 

（３）時間割、学習内容について 

・基本の時間割は以下の通りです。行事の前後や、授業の内容等に応じて、時間割の変更がありま

す。 

・クラブは４年生以上、委員会は５年生以上が所属します。月に一回ずつ実施します。 

・（木）４時間目（２～４年）、６時間目（５～６年）は、ソーシャルスキルに関すること、身体の
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動きに関すること、自立生活に関することを中心に学習を進めます。ゲームなどを楽しみながら、

課題にアプローチします。 

・作業学習やくまがわクラブを行います。作業学習は作業活動を学習の中心にした授業で、中学校の

特別支援学級、特別支援学校の中・高等部では、職業生活や社会自立に向けた学習として設定され

ています。くまがわ学級では、作業を通じて、一定時間集中して作業すること、人の為にものづく

りをして感謝される喜びを知ること、友達と協力して作業をする楽しさを知ることを目指し、設定

しています。 

令和２年度 くまがわ学級 時間割 

  月 火 水 木 金 

朝 朝学習 朝会/集会 朝学習 朝学習 朝学習 

１校時 日常生活 

（着替え） 

生単 日常生活 日常生活 日常生活 

（着替え） 

２校時 体育（校庭） 算数 算数 国語 体育（体育館） 

中休み １５分 １５分 １５分（着替え） １５分 １５分 

３校時 算数 国語 体育 

（体育館） 

１～４年 

図工 

 

５・６年 

道徳 

算数 

４校時 音楽 生単 

(事前学習・パ

ソコンなど) 

国語 １～４年 

図工 

 

５・６年 

生単 

（ＳＳＴ） 

音楽 

給食 ４５分 ４５分 ４５分 ４５分 ４５分 

清掃 １５分 １５分 １５分 １５分 １５分 

昼休み ２０分 ２０分 ２０分 ２０分 ２０分 

５校時 生単（作業学

習など） 

生単（畑の学

習） 

学活 １～４年 

道徳 

 

５・６年 

図工 
国語 

（図書） 

６校時 総合 

／生単(理科的

学習) 

総合 

／生単(社会学

習) 

外国語/日常生

活/国語 

１～４年 

生単 

（ＳＳＴ） 

５・６年 

図工 
クラブ/委員会 

総合 

下校 １年：5 時間 

3～6 年：6 時間 

１年：5 時間 

3～6 年：6 時間 

１～３年：5 時間 

4～6 年：6 時間 

１年：５時間 

３～6 年：6 時間 

全学年：５時間 

4～6 年：6 時間

(委員会のみ4年5

時間) 

特別支援学級は、教科を合わせた指導をすることができます。国語、算数などの各教科、道徳、自立

活動の一部または全部を合わせて指導を行います。くまがわ学級では「日常生活の指導」「生活単元学

習」の時間があります。 

「日常生活の指導」とは、児童の日常生活が充実し高まるように、諸活動を指導します。例えば、手

洗いや衣服を畳むことなどの基本的生活習慣の内容や、あいさつや言葉遣いなどの社会生活において
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必要な内容のことです。くまがわ学級では、週３～４時間実施します。 

「生活単元学習」は、児童が自立生活に向けて、生活上の目標を達成したり課題を解決したりするた

めに、様々な教科を合わせた内容を自然な流れで実際的、総合的に学習します。多種多様な経験ができ

るように、また必要な知識・技能を身に付け、日常生活で生かされるように計画します。 

 くまがわ学級の教育課程は、特別支援学校の教育課程を参考にして編成しているため、理科、社会の

授業はありません。ですが、上記の「生活単元学習」で、理科や社会の内容の一部を学習します。 

（４）交流学習、なかよし学級 

・くまがわ学級全員が、通常学級に「なかよし学級」として所属しています。 

・交流学習については、本人とご家庭のご希望を聞き取り、交流学級の担任と相談し、実施します。

ご要望がありましたら、学級担任までご相談ください。 

・学年担当は、通常の学級との交流学習、交流給食、遠足、校外学習、運動会練習などで指導をしま

す。 

（５）教科書について 

・特別支援学級では、実態に応じた教科書を採択しています。下の学年の教科書を使用する場合もあ

ります。 

・学習グループによっては、前の学年の教科書を使用することがあります。必要な時期に連絡帳等で

お知らせしますので、持たせてください。 

（６）その他 

  ・登校時間は 8：00～8：15 です。8：00 のチャイムが鳴ったら、校舎に入ることができます。

8：20 以降は遅刻扱いとなります。 

  ・欠席、遅刻の連絡は、8：15 までにお願いします。 

・全校朝会、児童集会がある日は、早めに登校させてください。 

 

３ １学期の行事、学習について 

 （１）行事 

3 年 自転車教室  

４年 水道キャラバン 

 １年 対面式 

（２）各教科 

   ①日常生活の指導 正しい手洗いをしよう、気持ちの良い挨拶をしよう、名前を書こう、言葉を増

やそう、物語を楽しもう、へんしんカードを作ろう、七夕飾りをつくろう、係

の仕事をしよう 

   ②生活単元 学校探検をしよう、畑（夏野菜を育てよう）、作業（モップ作り） 

         パソコン（タイピング、プログラミング）、くまがわタイム（ソーシャルスキルトレ

ーニング）、理科３年（空気、空気と水）、４、５、６年（３０倍の世界） 

         社会３年（地図記号、パソコンの使い方 ）、４、５、６年（福生市の学習） 

③総合   オリパラ 

         自分で決めた国のことを調べよう 
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   ④体育   走の運動、バランス、 いろいろな歩き方（動物歩き）、ドッジボール 

        ボール運動（ティーボール、プレルボール） 

  ⑤音楽   鑑賞（イントロクイズ）リズム（明日があるさ）歌（校歌）ドレミの歌 

        リコーダー、鍵盤ハーモニカ 

  ⑥図工   低学年 粘土、ストロー人形、絵 

高学年 コリントゲーム、名前アート、図工ドリル、絵 

   ⑦道徳   低学年 礼儀、節度・節制、善悪の判断、よりよい学校生活 

         高学年 礼儀、節度・節制、公正・公平・社会正義、親切・思いやり 

⑧国語、算数学習グループ 

   国語・算数は、それぞれ３グループに分かれています。 

 

⑨４、５、６年 クラブ  ５、６年 委員会 

 ⑩縦割り班 

 国語 算数 

１グループ 

溝辺 

・平仮名や片仮名の読み書き（各自の習熟度

に合わせて設定） 

・1年生程度の漢字の読み書き（各自の）習

熟度に合わせて設定） 

・物語を楽しむ「ねこのピート」 

       「ねこのおいしゃさん」 

・語彙を増やす 

溝辺 

・1 対１対応～120までの数 

（各自の習熟度に合わせて設定） 

数の量的感覚を身に付ける。 

数の順序、大きさ比べ 

・たし算の意味～繰り上がりのあるたし算 

 2 桁の筆算 

（各自の習熟度に合わせて設定） 

２グループ 

鈴木 

・１年生程度の文章の読み取り 

休業中「はなのみち」「おむすびころりん」 

学校再開後「くちばし」「むしをたべるくさ」 

・１～２年生程度の漢字の読み書き（各自の

習熟度に合わせて設定） 

・特殊音節の書き方、読み方（プリント、カ

ードゲームなど） 

・語彙を増やす（クイズ、パズルなど） 

村田 

・かけ算 

 

・繰り上がりのあるたし算、繰り下がりの

ある引き算 

 

・水のかさ 

３グループ 

村田 大谷 

・２～３年生程度の文章の読み取り問題 

・「まいごのかぎ」 

・「仕事の工夫を調べよう」 

・各自の習熟度に合わせた漢字練習 

・作文 

 

 

鈴木 

休業中、及び再開後「大きい数（１億まで）」 

再開後、「三角形と四角形」「小数」 

・具体物や半具体物を使って、数量や図形

の感覚をつかむ。プリントを用いて、１人

ずつの習熟度を確認しながら、深める。単

元の最後に確認テストを実施。８０点以上

で合格。不合格の場合は、再テスト。 
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４ 夏季休業中の取り組み等について 

  （１）持ち帰る物について 

   １学期に取り組んだ国語や算数などの学習プリント、防災頭巾などを持ち帰ります。大きめの手

提げ袋を持たせてください。また、以下の持ち物のチェックをお願いします。 

   ✿持ち物チェック表✿ 

鉛筆、赤鉛筆、色鉛筆、クレパス、消しゴム 長さ、大きさなど使いづらくなっていないか。 

スティックのり、水のり、ネームペン 中身がなくなっていないか。 

上履き、体操着、汚れた時用の着替え サイズは合っているか。記名されているか。 

※ 新しく購入される場合は、鉛筆はＢか２Ｂでお願いします。キャラクターなど書かれていない、

シンプルな物をご購入ください。 

※ 消しゴムは、お子さんが自分で使いやすく、消しやすい物を用意してください。 

 

（２）通知表、個別指導計画について 

１学期の学習の様子や成果が書かれていますので、ぜひお子さんの頑張りを褒めてあげてくだ

さい。裏面に押印をして、始業式に持たせてください。 

個別指導計画も終業式の日に配付します。１学期の目標に対する成果・課題が書かれていますの

で、ご確認の上、ご家庭で保管をお願いします。 

 

（３）夏休みの過ごし方について 

  別途配布の資料をご覧の上、各ご家庭でも、お子様と夏休みの過ごし方についての話し合いをお

願いします。 

 

（４）夏休みの宿題について 

  以下の通り宿題を出します。日にちが少ないため例年より国語、算数の量は少なくなります。 

  

 

 

       

 

 

 

 

 （５）図書室の開室について 

    夏季休業期間に図書室を１回開室します。都合のよい時間に利用してください。 

    借りていたものを返却して、新たに借りることができます。貸出冊数の上限は６冊です。 

     ８月１８日（火）９時～１１時、１３時～１５時 

 

 

１ 生活表（１～3年） 

一行日記（4～6 年） 
早寝早起きなど、生活の様子を記録してください。 

２ 読書の木 夏休み中に読んだ本を記録してください。 

３ 絵日記・作文 １つ作成してください。国語のグループにより、形式が異なりま

す。 

４ 国語 プリントやドリルなどの課題を出します。 ※ご家庭で丸付けを

していただき、誤っていた場合は修正させてください。 ５ 算数 
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５ ２学期の予定 

 ※本日現在、実施を予定している２学期の予定です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によ

り、今後、予定の変更や中止をする可能性もあります。 

※先日お知らせした通り、新型コロナウイルスの影響で、中止となった活動があります。連合運動会、

日光移動教室、名栗自然教室、くまがわ学級宿泊学習などの行事が中止となりました。１学期に予

定していたくまがわ学級の社会見学は、3 学期に行う予定です。 

※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の為、中止となった行事 
・８月２７日（木）に予定していた、引き取り訓練 → 学校での児童のみの避難訓練に変更 
・１０月２日（金）～３日（土）に予定していた、５年名栗自然教室 → 中止 
・１０月１６日（金）に予定していた、連合運動会 → 中止 
・１０月１８日（日）に予定していた、学校公開（総合防災訓練） → 中止 
・１０月２３日（金）～２４日（土）に予定していた、宿泊学習 → 中止 
・１１月１３日（金）・１４日（土）に予定していた、学芸会 → 中止 
・１１月２７日（金）に予定していた、福生市小学校音楽会（６年） → 中止 

２ 

学 

期 

始業式、避難訓練 ８月２７日（木） 

給食始（４時間授業） ８月２８日（金） 

発育測定 ９月 １日（火） 

学校公開日 ９月１２日（土） 

眼科検診 １０月 １日（木） 

遠足（１、２年）変更予定あり １０月 ８日（木） 

耳鼻科検診 １０月１３日（火） 

運動会 １０月１７日（土） 

振替休業日 １０月１９日（月） 

土曜登校日 １１月 ７日（土） 

生活科見学（１年） １１月１２日（月） 

社会科見学（３年） １１月１９日（木） 

短縄旬間 
１１月３０日（月） 

～１２月１１日（金） 

５年社会科見学  １２月 ２日（水） 

学校公開（５校時または６校時）・保護者会  １２月 ３日（木） 

土曜登校日  １２月 ５日（土） 

給食終 １２月２３日（水） 

終業式  １２月２５日（金） 

 


