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〈１学期〉
始業式・入学式
としま土曜公開授業
離任式
音楽鑑賞教室（５年）
移動教室（６年）
SDGsチャレンジ①
運動会
体力テスト
水泳指導
開校記念日（17周年）

〈２学期〉
としま土曜公開授業
学校参観週間
移動教室（５年）
SDGsチャレンジ②
就学時健診
学習発表会
難言学級　学習発表会

〈３学期〉
席書会
としま土曜公開授業
新1年保護者会
日本語学級　学習発表会
6年生を送る会
お別れスポーツ大会
修了式・卒業式

1 年間の行事予定1 年間の行事予定

生活時程生活時程
登 校　		8:15 ～			8:20	 　給食・歯磨き　12:05 ～ 12:50
朝 の 会　		8:25 ～			8:35	 　清 掃　12:50 ～ 13:05
１ 校 時　		8:35 ～			9:20	 　昼 休 み　13:05 ～ 13:20
２ 校 時　		9:25 ～ 10:10	 　集会 ·学習　13:25 ～ 13:40
中 休 み　10:10 ～ 10:30	 　５ 校 時　13:45 ～ 14:30
３ 校 時　10:30 ～ 11:15	 　６ 校 時　14:35 ～ 15:20
４ 校 時　11:20 ～ 12:05	 　下 校　15:25

特色ある教育活動
　自分の考えを論理的に説明したり、今学んでいることではど
のような学び方が必要か判断したり、どのように表現すれば自
分の考えが伝えられるかなど、日々の学習の中で子供たちの学
ぶ力を育てていきます。
　教科の学習だけでなく、いろいろな学習を通して、道徳教育・
人権教育を積極的に行っています。社会のルールを学んだり、
マナーの大切さに気付いたりと、社会の中で共に生きる豊かな
心をもった子供たちを育てていきます。
　英語活動や日本語学級の指導等とつなげ、国際理解を深める
ための「国際理解集会」や「日本語学級学習発表会」を行います。
日頃から、日本文化を理解するための「生け花」「茶道」体験や、
留学生との交流会、国際色豊かな給食に親しむなど、国際交流
を取り入れた教育活動を行っています。その中で、いろいろな
国や文化の違いについて学び、国際感覚を身に付け、学校や地
域での生活を豊かにしていこうとする力を育てています。

総合的な学習の時間の取組
　国際理解教育を柱として、子供たちが関心ある地域の地理・
文化・習慣・言語などを調べ、自分なりの方法で、発信する活
動を行っています。自国・他国文化理解や相手を尊重し、共に
成長する子供たちの姿を目指しています。体験活動や追究活動
を多く行いながら、子供たちが自分から学んでいきます。
　また、豊島ふるさと学習プログラムを中心として、学校にあ
る「自然園」や「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」など
区の施設も活用した都市型環境教育を行います。また、地域の
歴史や文化についても学び、地域の発展を考える地域学習も
行っています。20 年後 30 年後の未来に、世の中の主役となる
子供たちに「持続可能な社会を担う」ための力を育てています。

教育目標
◯考える子
○思いやりのある子
○元気な子
◎やりとげる子（重点目標）

指導の重点
①考える子
基礎的・基本的な知識・技能を得るために、「昼学習」や「家庭学習」
を行います。子供たちが自分で苦手と感じているところを練習した
り、タブレットパソコンを使ったりして、子供たちの学習の理解の
程度に応じた学習を行っていきます。また、だれにとっても分かり
やすいユニバーサルデザインの視点（見える化・具体化・単純化）
を取り入れた授業を行い、子供たちの学ぶ意欲を高めていきます。

②思いやりのある子
「池小SDGsチャレンジ」は、国際理解教育を中心に行います。学校・
家庭・地域が協力して持続可能な教育活動に取り組み、池袋のま
ちにふさわしい国際性豊かな子供たちを育てていきます。1年生
から6年生までの縦割り集団活動「フレンズタイム」を1年間行
います。その他にも、授業で他の学年と交流を行い、思いやりの
心を育てたり、より良い人間関係を作り上げたりしていきます。

③元気な子
健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを子供たちが送っていけ
るようにすることと、「安全安心」な教育環境を整備することなどを
行っています。なわ跳び、マラソン、体ほぐしの運動を、体育の授業
や運動タイムで取り入れ、子供たちの体力向上を目指します。食育
指導・保健指導については、学校医などからも指導していただきます。

④「やりとげる子」
池袋小学校の重点目標です。これからの時代をたくましく生き
るために必要な知性・感性・体力を育てます。変化の多い時代に、
課題となることに自分からすすんで関わり、日本の未来を支え
る人となるよう、夢と志をもって最後までやり遂げる、力強く
しなやかな生きるための力を子供たちに育てていきます。

児童数・学級数（学年別）4月現在

学　年 1 2 3 4 5 6 計
学級数 2 2 2 2 1 2 11
児童数 38 49 39 45 39 42 252

通級指導
学級

学級数 ことばときこえ：5・日本語：3
児童数 ことばときこえ：67・日本語：45

学校概要学校概要
校 長　冨　本　保　明　　	
所 在 地　豊島区池袋４－２３－８
電 話 番 号　０３（３９８６）２８５８　　　　　　
F A X 番 号　０３（５９５１）３９０４
メールアドレス　Ikebukuro-e@city.toshima.ed.jp			　　　　
教 員 数　27名

保護者・地域の皆様と共に子供たちを育てていきます。
TEAM IKEBUKURO　みんなで実現　SDGs

池袋小学校池袋小学校

　本校は「大明小学校」「池袋第
五小学校」が統合して「池袋小
学校」となりした。
太陽を背に飛び立とうとしている
鳥（池袋小学校の子供たち）を
イメージしています。背後の日輪
は三本で学校・家庭・地域を表し

ています。星形の「大」の字と日輪・星の「明」るさか
ら「大明」の字を、星形の「五」辺と池袋の文字から「池
五」の字を含み両校が融合されています。

平成17年 4月 1日 �旧大明小学校と旧池袋第五小学校が統合し池袋小学校として開校
4月 6日初代校長　筧　進　校長着任
11月 18日 校歌制定

18年 4月 1日第 2代　大槻　啓二　校長着任
19年 12月 7日豊島区教育委員会教育研究校　研究発表会
21年 10月 3日創立 5周年記念式典を挙行
22年 4月 1日第 3代　坂本　晃治　校長着任
27年 1月 30日 豊島区教育委員会研究推進校　研究発表会　
27年 4月 1日第 4代　北條　覚　校長着任

11月 21日 創立10周年記念式典
29年 4月 1日オリンピックパラリンピックアワード校
29年 11月 2日　豊島区教育委員会研究推進校　研究発表会　　　　　　　　　　　
30年 4月 1日オリンピックパラリンピックアワード校
31年 4月 1日第 5代　石川　悦子　校長着任
31年 4月 1日豊島区教育委員会研究奨励校
31年 4月 1日オリンピックパラリンピックアワード校

令和元年 10月 4日体育館冷暖房装備設置
　2年 9月 18日 タブレット全児童配布
４年 １月 31日 正門インターフォン設置

校　章 学校の沿革

◯�６年生しかできないあの団結力。演技には迫力があり、一人一人の表情が輝いていました。
◯�土曜公開授業の時、クラス、廊下などに貼られている子供が書いた物を拝見して、子供なりに頑張っ
ている様子が伝わって感動しました。
◯国際色豊かで、いろいろな子供たちと関わる中で、我が子が育つことの良さを感じています。

保護者保護者のの声声

　区内で本校だけに設置されて
いる通級制の学級です。耳が聞こ
えにくい、正しい発音ができない、
ことばのやりとりがスムーズにでき
ない等の心配のある児童に週に1・
2回通級で個別に指導しています。
その他、学習発表会など子供たち
が楽しく学べる機会もあります。

難聴・言語障害通級指導学級

　日本語学級は、外国人児童・
帰国児童が円滑な学校生活を
送ることができるよう日本語の
習得を目的とした学級です。毎
日1回、国語の授業時に移動し、
日常会話や教科学習に必要な日
本語能力を育んでいます。

日本語学級

IKEBUKURO

〈令和３年度　地域と連携したSDGsの取組〉
国際交流月間（異文化・日本文化体験）
生け花・茶道・書道・落語・和楽器体験等
国際理解給食（中国・台湾・ネパール・フィリピン等）
ワークショップ「SDGsを身近な地域で学ぶ」
保護者・地域の方々と「池袋のまち」について考えました。

国際交流集会国際交流集会

茶道体験茶道体験
SDGs ワークショップSDGs ワークショップ

生け花体験生け花体験

国際理解教育給食（中国）国際理解教育給食（中国）


