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 平成２５年度 品川区立浜川小学校 学校経営方針   校 長 矢田 雅久 

 

              目指す学校像 

           ○学ぶ楽しさと学ぶ喜びを見い出せる学校 

           ○保護者・地域の期待に応え、信頼される学校 

           ○心身の安全・安心が守られ、健康に生活できる学校 

           ○教育環境が整備され、規律正しく節度のある学校 

           ☆子どもたちにとって明日が待たれる学校 

           ☆教師自らが児童のお手本を示すことのできる学校 

 

              経 営 理 念 

○全ての教職員が教育に携わる使命感と情熱をもち、児童・生徒に最大限の愛情を注ぎ、常に進化し続け

 ながら共通実践する。 

☆「当たり前なことが当たり前に」できる教師・児童を目指し、全教職員が校長の経営方針を「共通理解

 ・共通実践」して「徹底定着」させる。 

 

              重 点 目 標 

       ①浜川中学校との一貫教育の推進   ②学力の向上と定着   

       ③規範意識の向上と定着（生活規律・学習規律の徹底）  

       ④体験学習の充実と地域教材の重視  ⑤コミュニケーション能力の育成 

       ⑥防災教育の充実 

       ⑦開かれた学校（家庭、地域との連携、共生・家庭の教育力の導入） 

 

 

 

                              教 育 目 標 

            ○自ら学び、表現できる児童・生徒の育成 

            ○心を磨き、ルールを守る児童・生徒の育成 

            ○豊かな人間関係を築くことができる児童・生徒の育成 

 

             学年のまとまりごとの指導目標 

【第１学年から第４学年まで】 

 ・学習の基礎・基本をしっかり学ばせるとともに、正しい学習習慣や学習規律を身に付けさせる。 

 ・言語活動を重視し、自分の考えをもつとともに、相手の考えを正しく聞くことができる力を育てる。 

 ・集団生活へ適応させていくために、学校の決まりや正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、他人  

  を認め、協力する態度を育てる。 

【第５学年から第７学年まで】 

 ・学習の基礎・基本となる内容について徹底して指導し定着させるとともに、言語活動を重視しながら 

   問題解決学習や体験学習を通して思考力、判断力、表現力を育成する。 

 ・社会の一員としての自覚をもたせ、社会や集団のルールやマナーを守る態度を身に付けさせる。 

 ・相手の考えを聞き、自分の考えと比べたり、考えを修正しながら、さらによりよいものにしたりする 

  ことができる力を育成する。 

 ・身近な人権問題に気付き、いじめや暴力など人権が無視されるような言動は絶対に許さない態度を身 

   に付けさせる。 
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【第８学年から第９学年まで】 

 ・言語活動を通して思考力、判断力、表現力を育てる指導をさらに充実させるとともに、自らの課題を 

  設定し、主体的に解決していこうとする態度を身に付けさせる。 

 ・集団での話し合いにおいて自分の考えをはっきりともって臨むとともに、相手の立場や考えを理解し 

   全体を考えてより良い考えを導き出すことができる力を育成する。 

 ・社会の一員として地域社会に関心をもち、自らの意思で参画し、社会貢献できる態度を育成する。 

各教科（◎浜川中学校と共通  ○浜川小学校）（三校とは浜川中学校、浜川小学校、鮫浜小学校をいう 

①小中一貫教育を推進していくための組織体制 

  ◎分離型一貫校として浜川中学校と浜川小学校、鮫浜小学校の小中一貫教育を推進させるために三校共

  通の組織体制を築き、校務分掌組織に位置付ける。小中一貫経営会議（校長、副校長）、分離型一貫

  教育コーディネーター連絡会（一貫教育推進委員長（教務、生活、研究主任の兼務も可＞＋必要に応

  じた主任）、生活指導連絡会（生活指導主任）、を設置し、定期的に開催しながら企画、運営、進行

  管理を行う。（経営会議は月に１回、連絡会は月１回程度必要に応じて実施する。） 

  ◎義務教育全体を考えた生活規律・学習規律を三校で作成し、学習規律の遵守と落ち着いた生活規律の

  確立・習慣化を図る。また、生活指導連絡会を中心に各種意識調査を分析し、課題のある項目につい

  て市民科や日々の指導の中で改善を図る具体的な手だてを考え、共通実践する。 

  ◎浜川小学校の第５学年（浜川中学校）、第６学年（浜川中学校、鈴ケ森中学校）の「中学校体験」を

  実施する。中学校の教室等を使用して中学校教諭による授業や中学校生活のガイダンスを通して、中

  学校の雰囲気に慣れ、中学校生活へのイメージをもたせることで中学校生活への円滑な接続を図る。 

     ◎義務教育の出口である中学校教育における学習指導、生活指導上の課題を連携小学校にきちんと伝え 

その解決に向けた取組が連携小学校においても実施できるようにする。特に７学年への進級時に第６ 

・７学年連携部会を実施し、双方の情報交換を行うことで、小中一貫教育の向上に努める。 

 

②特色ある教育活動の内容及び推進するための方法・組織体制 

  ◎三校の教員が分離型＋連携一貫校としての三校合同研究により、国語部会、算数・数学部会、理科部

  会、社会科部会、市民科部会、英語科部会、体育・保健部会、図工・美術・技術家庭部会、音楽部会

  の９分科会を構成する。そして、各教科領域において、発信力、傾聴力を含めたコミュニケーション

  能力の育成において、言語活動を重点とした９年間を通したカリキュラムを作成し、研究授業を通し

  て検証し、実践する。 

  ◎児童が友達や先生・主事と信頼関係を深め、人生を肯定的に生きる意欲や態度、社会性を養う場とし

  て学校を機能させていく。浜川中学校とともに施設分離型の一貫教育においての教育活動を通じて言

  語環境を整え、よりよい言葉の遣い手を育成する教育を進めていく。その中心としてあいさつ運動を

  進めていく。 

  ○体験学習や地域教材を重視し、４年生において一泊二日の「生活指導宿泊体験学習」を実施するとと

  もに、一流アスリート、アーティストを招いての体育学習、龍馬会の方々と協力しての坂本龍馬の授

  業、地域の伝統工芸や品川かぶの栽培、や芸術家、企業関係者によるその道の達人の授業近隣の自動

  車修理工場の方々による自動車教室等を、年間指導計画のカリキュラムに入れて実施する。 

      また、体験学習や地域学習においての教材・人材を整理し、年間指導計画に位置付けて実施する 

  ○併設の特別支援学級と通常級の交流を通して、特別に支援を要する人に関しての理解を深めるととも

  に、人間愛（相手を尊重し思いやる心）や人権尊重の精神を育成する。 

  ○すまいるスクールと連携し、宿題を済ませてから遊ぶ習慣や生活規律、集団生活でのルール等を定着

  させる。 

  ○避難訓練やセーフティ教室、ＣＡＰを行い、常に安全についての意識を高めるようにする。月一回の

  安全点検はもちろん副校長、生活指導主任は、毎日、施設・設備の点検を実施する。児童には施設・

  設備の安全な使い方や集団生活でのルールを市民科や日々の授業等、全ての学校生活を通して徹底し

  て指導する。 
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  ○習熟度別学習では、児童の実態を事前テストで確実に把握し、それぞれのコースの内容が児童の習熟

  具合に合った内容となるよう工夫していくこととする。コース分けは、Ａコース（上級、発展＜問題

  解決学習型＞）Ｂコース（中級＜問題解決学習型＞）Ｃコース（基礎・基本＜具体物を操作しての知 

   識理解型＞）とし、児童の実態により、Ａ・Ｂ・Ｃの三コース別や、Ｂ・Ｂ・Ｃの三コース別に分けて 

学習を進めることとする。 

   ○補習学習（パワーアップタイム）の内容を工夫し、必要な児童にその実態に応じた学習を実施するこ

とにより、全ての児童の学力を向上させる。また、１～３年生は、二週に１回以上５校時の放課後に実

施し、４年生以上は、年間８回水曜日の放課後に実施する。 

  ○問題解決学習を効果的に導入し、児童の主体的な学習態度の育成を図る。 

 

③「開かれた学校づくり」の実現に向けた取り組 

  ◎分離型一貫校として浜川小学校、浜川中学校で、保護者・地域への広報活動を活発化させるため、両 

   校共通のホームページを一貫教育としてさらに統一させ、見やすいものにしていく。また、分離型一 

 貫校だよりに鮫浜小学校を加え、小中一貫教育の意義や具体的内容、１年から９年までの教育活動が 

 明確になるよう工夫する。 

  ◎地域貢献や７年生への滑らかな移行を目指して、浜川中学校の７年生、浜川小学校の６年生、鮫浜小

  学校の５．６年生が共同で行う地域の清掃活動を実施する。 

  ○「まちの人々から学ぶ授業」「読書ボランテイア」「学生ボランテイア」等、学校外の方々のご協力

をいただき、多様な学習活動を展開しながら、地域への理解を深めるとともに、児童に社会の一員とし

ての自覚を育てる。また、ＰＴＡ活動や地域の行事に積極的に参加させ、郷土を愛し文化を創造する児

童の育成を図る。 

 ○家庭訪問の実施 

  ☆１学期の個人面談と地域めぐりを廃止し、家庭訪問を実施する。 

   ・基本的には家庭訪問とするが、事前にアンケートを実施し、どうしても調整かつかない家庭には、  

    個人面談を実施する。 

   ・２学期の個人面談は例年通り実施する。 

   ・２６年度からは、担任が持ち上がった学年は、個人面談とする。 

 ○三者面談の復活 

   ・対象 ６年生の児童保護者  の希望者のみ 

   ・期間 夏季休業中 日程は、担任に一任 

   ・時間 １５～２０分程度 

  ○保護者会の実施日や実施時間（土曜実施、同日実施学年のパックの多様化、同日実施学年は実施時刻

  をずらす等）、実施方法を工夫し、多くの保護者が出席し学校や担任の考え方や児童の様子を理解し

  て互いの協力関係が構築できるようにする。 

  ○学期に１回、「校長と語る会」を開催し、保護者や地域に学校の教育活動の説明をするとともに意見 

   交換の場を設定する。   

  ○清泉女子大学、早稲田大学、東京医療保健大学、明星大学、東京学芸大学、日本体育大学と連携を図

   り、行事や学習指導への大学生によるボランティア・サポートを依頼する。 

  ○２学期に個人面談を実施する。（家庭、学校からの希望者） 

  ○家庭学習について、各学年の児童の状況や発達段階に合わせて、学年で統一したものをしていただけ

  るよう家庭との連携を図る。 

  ○図書の読み聞かせや家庭科の調理実習等、保護者ボランティアを募集し、連携を図りながら児童の教

  育を推進していく。 

 

④教師の指導力向上のための推進体制 

  ◎三校の教師が、中学校は小学校へ小学校は中学校へ学期に一回以上赴き、授業補助やＴＴ、授業観察

  を実施することで、互いの学校の様子を知り、他校種の理解を深めるとともに、児童・生徒にも関連
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  校の教師が頻繁に出入りすることで違和感なく、一貫教育を推進できるようにする。 

  ◎市民科の充実に向けて連携校の立会小学校も含めた四校の全教員が参加する「市民科授業地区公開講

  座」に参加し、意見交換会を通じて小学校間、小中間の連携を深め合う。（２５年度では鮫浜小学校

  で開催予定。） 

  ◎浜川中学校、浜川小学校、立会小学校、鮫浜小学校の連携校四校で、「各校の取り組みを知る」と題

  した研修会を８月後半に実施する。実施方法や内容については、四校の副校長や教務主幹を中心にし

  て「連携経営会議」で、企画運営をすることとする。 

  ○管理職による授業観察とは別に、学期に１回の主幹、主任教諭による授業観察とその後の指導、同年

  代の教師同士による授業観察と、その後の協議を実施し、授業力の向上を図る。 

  ○主任教諭をチーフとし、経験年数５年以内の教師を対象に校内教師塾を開催し、グループごとの授業

  研究と単独での研究授業を実施し、授業力の向上を図る。 

 ○校内研修授業の実施 

   校内研修として「よい～の授業を目指して」というテーマで年間３回の研究授業を実施する。 

 ・部会は低．中．高学年部会（３組もその中に入る） 

 ・各部会で一教科 例「良い国語の授業を目指して」  というテーマで研究授業を実施し、その後講師 

   を交えての研究会を開催する。 

 

⑤保・幼・小連携の内容や推進体制 

  ◎学校行事や市民科の活動に保育園、幼稚園、異学年（中学校も含む）、特別支援学級との交流および

  共同学習を設け、思いやりの心を育てる機会を作るとともに、人権尊重や将来設計についての考え方

  を指導していく。 

  ○浜川幼稚園、大井保育園との交流を進めていく。児童・園児の交流としては５年生が年３回の交流活

  動を計画・実施するほか、運動会や就学時健診でも交流の機会をもつ。また、低学年も生活科や音楽

  科等の学習で交流していく。教職員同士も情報交換会を学期に１回設定する。 

  ○校長が保育園、幼稚園の保護者にプラン２１について（特に学校選択制）等の説明や、小学校に向け

  ての保護者の心構えと園児の準備について、講演会を実施する。また、小学校、保育園、幼 稚園等 

  の他校種の教師や保母が互いの保育や授業を観察し、それぞれの教員や保育士に他校種の教育内容の

  理解を図る。 

 

 

 

                              指 導 の 重 点 

（１）各教科 

 各教科領域において発信力、傾聴力を含めたコミュニケーション能力の育成をする。その際には、言語 

 活動を重点としたカリキュラムを義務教育全体を通して作成し、三校で共有することにより、９年間の 

 出口保証をする。そのうえで９年間を見通した指導計画をもとに成果を検証し、授業改善・工夫を図る。 

◎三校の教員が分離型＋連携一貫校としての一体感、責任感を高め、授業力・指導力の向上を目指して合 

 同研究会を実施する。 

・指導計画は、発信力、傾聴力を含めたコミュニケーション能力の育成において、言語活動を重点とす 

  るとともに、系統性を考えて具体的に作成する。また、つまずきが見られる場面での対応策や指導のポ 

 イントを明記し、児童の実態から定着がよくない単元や指導項目をふくらませるなど、課題に合った内  

 容としていく。 

◎浜川中学校・浜川小学校の双方の教員によるサマースクールの指導、中学校生徒によるサマースクール 

 の支援を行う。 

・浜川中学校は夏休み前半（５日間）、浜川小学校は夏休み後半（５日間）に実施する。 

・実施方法として、１年生は参加したい児童全員を対象に実施する。２年生以上は、Ａコース（学習の定
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 着が不足しがちな児童を指名し、不足している学習内容を指導する。）Ｂコース（参加したい児童が参

 加し、ドリル的な学習を実施する。）を設定する。 

・浜川中学校の生徒は、２年生以上のＢコースで教師とともに、ドリル学習の支援を担当する。 

◎学力向上委員会を中心にして浜川中学校とも協力し、施設分離型一貫校として系統性、統一性のある家

 庭学習の内容を検討して、家庭に示し学年で共通した家庭学習をさせていく。 

◎習熟度学習、ステップアップ学習 

 常に目標（単元ごとの）、計画、方法、結果の検証を行い、単元修了ごとに実施する単元テストの評価 

 と連動させて行う。 

◎９年間を見据えた学習規律 

 児童の発達段階に合った９年間を見据えた学習規律を三校合同で設定し、徹底・定着を図ることで学習 

 のルールを定着させ、授業の効率を上げる。 

 

 ○朝学習及び昼の帯学習の浜川タイムではモジュールの時間を下記のように設定し、系統  

  的な学習進める。 

モジュールの時間  曜日 １年 ２年 ３年 ４年 ５年  ６年 ７年 

朝学習 

 

 

 

火 計算１   

 

計算 

漢字 

文章 

 

 

 

 

 

 

 

 

木 計算２  

金 朝読書（教師や図書ボランティアによる読み聞かせ） 

土 計算３  

昼の浜川タイム 

 

 

 

 

 

 

 

月 平仮名・漢字・カタカナ    漢字ステージ１ 

火 平仮名・漢字・カタカナ 漢字ステージ２ 

水 書くこと 

木 

 

平仮名・漢字・カタカナ 漢字ステージ３ ＳＵ 

毎月第二木曜日「安全の日」安全指導（防災指導） 

金 英語 

 土 

 

 

国語・算数・理科・社会・生活科のいずれかにおいて自由裁量 

 

 

○土曜日授業の浜川タイム②は、３校時の前に実施する。浜川タイムと３校時の間に教室移動の時間が取

 れないので、教室移動のある専科や算数の尐人数指導は、３校時に入れないようにする。また、３校時

 が理科室で実施するような場合は、２校時終了後に荷物を事前に理科室に運んでから休み時間とし、浜

 川タイムも理科室で実施してから３校時の授業に入ることとする。 

○各教科で実施する単元ごとのテストでは、反復学習を重視し、ステップアップ学習ともリンクさせな 

 がら定着するまで徹底する。 

○家庭学習について、「基本的な学習習慣の定着」「学習の基礎・基本の定着」「保護者が児童の学習の

定着状況を把握する」という３つのねらいから、１～６年生までの児童の発達段階や実態を考慮し、学 

校として系統的に計画したものを学年ごとにそろえて実施する。 

○社会科、理科において５．６年生での教科担任制を導入し、教員の専門性を生かした学習指導を展開す 

 る。また、浜川中学校の社会科や理科、数学の教員による授業を設定する。 

○文科省や都、区の学力テスト、校内で実施するＣＲＴの結果をクラスごと、学年ごとで分析し、課題解 

 決のための対応策を考え、児童の実態把握、対応策の実践、小単元ごとの単元テストによる点検、そし 

 て、実態を踏まえたさらなる対応策の改善という、マネジメントサイクルを確立する。また、学校全体 

 で対応しなければならないことについては、学力向上委員会で対応策を練り実施する。 

○都の算数尐人数指導講師は、週に１年生４時間、２年生６時間、担任２名と講師の３人で２学級を習熟 

 度別の３クラスに分けて指導する。 
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○３年生以上の算数では尐人数指導の加配教師を導入し、１学年２学級を習熟度別の３クラスに分けて指 

 導する。特に、学習がなかなか定着していない児童のクラスには、指導助手や学習ボランテイアを配置  

 して指導体制を強化し、基礎的・基本的な学習内容を定着させる。 

○地域の人材、保護者、学生ボランテイアの協力を得て、「まちの人々から学ぶ授業」「読書ボランティ

ア」 「学生ボランティア」など、適性や興味・関心に応じた多様な学習活動を展開し、基礎学力の定着

や体   験的な学習をさせる。 

○各教科の授業時数を確保するために、振替休業日なしとする土曜日の授業を年間２０回実施する。 

 （朝帯の時間＜１５分＞＋３時間＋後帯びの時間＜１５分＞で給食無しを１８回。給食ありを２回）ま  

  た、浜川タイムとして、帯の時間を朝３回、昼５回、１５分ずつ取るなど時間割を工夫する。 

○パワーアップタイム（学級ごとに学習が定着していない児童を毎回６名程度ピックアップ）を全学年で 

 実施する。（１～３年生は毎週授業終了後の６校時に実施。４年生以上は職員連絡会、教育会、校内研 

  究会のない水曜日の６校時と金曜日６校時をカットした時間（年間６回）に実施する。） 

○各教科の学習で身に付けた知識・技能を活用する場面として、行事・児童会活動などの市民科活動を設 

 定し、児童の自己評価や観察カードによって検証していく。 

 

（２）ステップアップ学習 

○帯時間（木曜の昼１５分）と１単位時間を併用していく。帯時間では、漢字の読み書き、四則計算の定 

 着を目的としていく。そして、１単位時間は、児童が自らの学習状況に応じたプログラムを選択できる  

ように段階的な学習方法をとる。 

○漢字の書き取りや計算のきまりの習得等、基礎・基本の定着をめざす。 

○児童用に個票を作り、教員が一人ひとりの定着状況を把握するとともに、児童が学習を振り返り、自ら 

 学ぶ方法を身に付けられるようにする。 

 

（３）英語科 

◎浜川中学校と協力して、小学校英語から中学校の英語科へのギャップをなくし、スムーズに接続できる 

 よう５年生から、フォニックス指導を導入する。また、ＡＬＴやボランティアを活用し、場面や状況に  

応じた初歩的な英会話の基礎を身に付けさせ、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成  

する。 

○英語学習において日常化を図るために、毎週金曜日を英語ｄａｙとし、昼の放送や清掃時の放送を英語 

 で実施するよう工夫する。また、１．２学期に英語集会を実施する。 

○児童が英語であいさつ、会話ができるようにTeacher's resource bookを活用しつつ、教材を工夫する 

○積極的なコミュニケーションを図ろうとする意欲や態度を育成するための体験的な学習活動を重視す  

  る。担任の教師を中心にしつつ、ＡＬＴやボランティアを積極的に活用する。ＡＬＴを活用する際、教 

 師は、児童のよい手本をはじめ、児童の実態把握や評価を行う。 

○英語活動の振り返りを定期的にアンケートを使って児童に自己評価させ、授業改善に活用する。 

○３学期に５年生は、ローマ字の読み取りとフォニックスを、６年生はローマ字打ちでのパソコン入力と

 フォニックスの確認テストを実施する。合格ラインを設定して出来るまで指導し、中学校の英語学習へ

 とつなげていく。 

 

（４）市民科学習 

◎下記の項目を重点として実施する。 

・「いじめ根絶」に向けて人権意識と生命の大切の徹底指導。  

・市民科学習への保護者・地域への理解と啓発。  ・キャリア教育。自尊感情の育成。 

・人間形成領域において発信力、傾聴力を含めたコミュニケーション能力の育成。  ・安全教育の徹底。 

・決まりを守る態度や場に応じた礼儀作法、心の広さ・優しさ・強さに関して重点として指導していく 

◎市民科授業地区公開講座等を通して市民科の目的や内容を地域や保護者に理解していただく。 

○１学期の保護者会で市民科についての資料を配布し、市民科の必要性や内容、実践活動等について保護 
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 者に説明し理解を得る。また、各種便り等で工夫して頻繁に発信し、学校・家庭が連携して指導に取り  

組む。 

○学期に２日ずつ実施している学校公開時に、必ず市民科の授業を組み込んで公開する。 

○「いじめ根絶」や「コミュニケーション能力の向上」「実践力と自己肯定観の育成」「安全な生活」の

ために、自己管理領域（自己管理能力・生活適応能力）及び人間関係形成領域（集団適応能力・自他理

解能力・コミュニケーション能力）、自治的活動領域（自治活動能力・道徳実践能力）に重点を置く。

全学年の指導時数を増加させ、市民科推進教師を中心に系統立てた指導計画を作成し、実践する 

○毎月第２木曜日を「安全の日」と設定し、昼の浜川タイムにおいて「自己管理領域」として、安全指導 

 についての学習を実施する。 

○各教科の学習で身に付けた知識・技能を活用する場面として、行事・児童会活動などの市民科活動を設 

 定し、児童の自己評価や観察カードによって検証していく。 

○各行事のめあてを児童一人一人に立てさせ、市民科で学習した人との接し方、目的に合わせた言動が実 

 践できているかどうか確認させていく。 

○市民科推進教師を効果的な指導計画の作成や実施状況管理にあたるミドルリーダーとしての位置付けを

  する。市民科授業地区公開講座の企画、指導・助言を通して市民科学習の充実を進めていく。 

 

（５）生活指導 

◎｢挨拶をする｣、｢時間を守る｣、｢規則を守る｣、｢約束を守る｣、｢役割を果たす｣等の項目について小中の 

 発達段階に応じた指導を展開し、徹底を図る。浜川中学校との挨拶運動では、次の点を目標とする。 

（１年～４年）「おはようございます」「こんにちは」等の日常生活で使われる挨拶の言葉を知り、はっ

きりとした言葉で笑顔の挨拶ができる。 

（５年～７年）挨拶に込められた意味を理解し、日常生活の中で相手の気持ちを考えながら、相手の顔や 

          目を見て、自分から挨拶ができる。 

（８年～９年）挨拶がもたらす効果について考えることができるとともに、学校や地域において、場に応 

           じた気持のよい挨拶ができる。 

◎生活指導部を中心に三校で協力して、児童の発達段階を考えた９年間を通した生活規律、学習規律の指

 導計画を作成し、全教職員で規範意識の定着を図る。 

◎小中の円滑な接続を図るため、一学期の「小中一貫の日」に小学校教員による中学校全学年の授業見学 

 の機会を設け、生活指導の合同研修会及び７年生の担任による７年生児童の聞き取りを実施する。 

◎９年間を見通した人権教育を行い、人権尊重の精神に基づき、あらゆる差別や偏見を許さない態度を育 

 成する。様々な場面で、相手の立場になって感じたり考えたりすることの大切さに気付かせる指導を行  

い、より良い言葉遣いや人間関係づくりができる児童を育てる。特に、相手の人権を一方的に侵害する  

「いじめ」については、「いじめは人間として絶対に許されない行為である」との毅然とした姿勢を示   

し、組織的対応により指導に臨む。 

◎交通安全指導や薬物乱用防止教育、インターネット犯罪防止教育に関して関係機関との連携を深めなが 

 らセーフティ教室等を実施する。また、地域、保護者、浜川中学校と連携して行う安全パトロールには 

 教員も積極的に参加し、浜川中学校や地域と連携した安全、防犯活動を充実させる。 

○「いじめ根絶」と「防災教育」を重点とし、次のことを実施する。 

・「いじめは絶対にあってはならない」ということを大前提とし、「何処にでも起こりうる」「防止」「

初期発見」「初期対応」「徹底対応」を徹底させる。 

・教師は児童理解と児童との人間関係構築に全力を尽くす。週案に毎週気になる児童の項目を設け、理由 

 や対応、指導について記入する。 

・いじめ相談箱を設置するとともに、毎月区のいじめ調査とは別に独自のいじめ調査を実施し、尐しでも 

 気になる児童は、校長、担任で全員面接をして、早期発見に努める。発見した場合は、校長による指導  

もむくめて迅速に対応する。 

・学期ごとに全校朝会で校長が「人権や命の大切さ」についての講和をする。 

○地震や火事、風水害などの事前災害において自分や家族の生命を守ることができる児童を育成する。ま 
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 た、家庭や地域にも学習内容を知らせ、地域や家庭全体で防災に関しての意識を高めていく。 

・市民科の自己管理領域においてモデルプランを作成し、実施することとする。また、５．６年生に救急 

 救命法入門コースを体験させる。 

○配慮を要する児童やいじめ等の問題については、生活指導部が中心になり、特別支援教育校内委員会コ 

 ーディネーターとも連携し協力して問題解決に努める。火曜日に児童の情報交換を設定し、校内全体で  

理解を深めていく。 

○児童の問題行動や、困難家庭への対応については、学校サポートチーム（管理職、生活指導主任、校外 

 担当、安全指導担当、教育相談担当＋該当児童の担任）で対応するとともに、子育て支援センターや児  

童相談所、教育相談、カウンセラー、警察等の関係諸機関とも連携して対応していく。 

○不審者、侵入者を想定した避難訓練を行い、児童に危機回避の方法を指導する。セーフティ教室を５月 

 の学校公開日に開き、不審者への対応を徹底させる。 

○あいさつ強化月間を設定し、あいさつの徹底を図るとともに、毎日の登校時に看護当番が、当番の児童 

（１年生以外全学年）とともに通学路に立ち、登校する児童や町の人々とあいさつを交わすことであい   

さつの習慣を日常化させていく。 

○言語環境を整え、丁寧な受け答えができるような話型を活用した会話の指導を学級・学年の目標の中に 

 入れ、学級指導や各教科の指導を通して進める。また、学校全体でよりよい言葉の遣い手の育成を位置  

付け、生活指導部を中心に学校全体で取り組む。 

○生活指導主任を中心に管理職への報告、連絡、相談体制を確立させ、事故や怪我、保護者からのクレー 

 ムや問い合わせ、児童の生活指導上の問題に関して、早期解決を目指すための組織的な指導体制を築く。 

○家庭と連携し、基本的な生活習慣を確立し励行させ、規律ある集団生活を営ませていく。発達段階に応 

 じて、児童に学校生活や家庭生活の振り返り（自己評価）をさせ、『浜川小のきまり』を児童に意識さ  

 せ、規範意識の向上を目指していく。その上で、児童が自ら主体的に情報を収集し課題解決でき一人一  

人が自己実現に向かって努力できるように援助していく。 

○通学路歩行を徹底させるとともに、毎日の登校時、下校時に看護当番の教員等が通学路を巡回し、児童 

 の安全確保に努める。地域巡りを４月に行い、長期休業中には教員が交代で毎日、地域安全パトロール  

を実施し、学区域の安全を確保するなど、全職員で計画的に安全指導に取り組む。また、安全点検を毎 月

実施し、危険な場所や遊具を早期に発見し、児童を事故や災害から守るように努める。 

○週目標の引き継ぎを金曜日に設定し、週目標の徹底と次週への課題の引き継ぎを明確にしていく。 

○地域ごとの集団登校・下校班を整備し、児童の緊急時の登下校に対応させていく。 

○生活規律・学習規律・清掃活動・給食指導において全学年共通した「浜川スタンダード」を作成し、全 

 教職員で共通理解・共通指導・徹底定着に努める。 

○市民科の人間関係形成領域・自他理解能力の学習等と関連を図り、構成的グループエンカウンターを実 

 践し、よりよい自分像をもって他と接し互いに理解し合う人間関係を作ることで問題行動の防止に努め  

る。 

 

（６）進路指導 

 将来、地域で生活する児童に、地域を愛し、地域に貢献しようという気持ちを育むことが基本だと考え

る。そこで、自分たちの地域を変えていくことができる大人へと成長していくことを願いながら、地域

清掃などの活動も取り入れていく。その上で、将来に対する意識を高めるために、以下の点に重点をお 

く。 

◎６年生の中学校体験授業では、浜川中学校の教師による教科の体験授業の他、教師、生徒会代表による

 中学校生活ガイダンスを実施し、中学校の選択についての考えをまとめさせたり、中学校生活へのめあ

 てを作らせたりしていく。 

○児童が自らを理解し、個性や能力・適性に応じた将来の進路を考えられるように、市民科の授業と関連

 させ計画的に指導を行う。 

○６年生は、夏季休業中に三者面談を行い、進学先を明確にするとともに進学に関する課題を設定し小学

 校生活での解決の方策を検討する。 
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○一流アスリートや技術者、伝統工芸の職人等、一つの道を究めた方々による達人の授業を市民科の「将

 来設計領域」の中で高学年に取り入れ、自己実現について学ばせていく。 

○地域で働く人々の様子を見せたり話を聞いたりするなどの「ふれあい活動」を深めながら、将来の自分

 について考えることができるような生き方指導を充実させる。 

 

（７）児童会、クラブ活動、学校行事 

 「学校生活を楽しく豊かにするため、児童が自発的・自主的な活動を行う力を伸ばす」「施設分離型の 

  一貫教育として７年生へのスムーズな移行と義務教育の出口保証」の２つをねらいとして、活動を作 

  っていく。 

◎運動会 

  運動会の準備や放送等各種係りの手伝いとして、浜川中学校、鈴ケ森中学校の生徒の有志をボランテア

 として募集し、参加させる。 

◎合唱コンクール 

  浜川中学校の合唱コンクールに４年児童及び保護者の有志を募って参加させる。中学校の行事へ参加さ

 せることで、施設分離型の一貫教育の姿を理解していただくとともに、浜川中学校との一体感と中学校

 への憧れや信頼感をもたせる。また、公立中学校の様子を保護者や児童にさらせ、進路指導に生かす。 

・浜川中学校の合唱コンクール優勝学級が小学校の音楽朝会で歌を披露する交流活動を実施する。 

◎浜川中学校、鈴ヶ森中学校の部活動に、５．６年生の有志が参加する。 

◎将来設計領域では、７年生へのなめらかな接続を目指し、浜川中学校や鈴ヶ森中学校における一日体験

 学習を実施する。浜川中学校での授業は、５年生が１学期に１回、６年生が２学期に１回（給食あり）

 実施する。鈴ヶ森中学校では、６年生が２学期に１回実施する。 

○児童自らが企画運営に参加する活動（あそびの森、ユニセフ募金等）を各学期１回以上設定する。これ

 らの活動を通して、達成感や成就感を味わわせるとともに豊かな発想や創意工夫する意欲を育てる 

○学校行事や市民科の活動に異学年、特別支援学級、幼稚園・保育園との交流および共同学習を設け、思

 いやりの心を育てる機会を作るとともに、人間尊重の考え方について指導していく。 

 

 （８）特別支援教育 

○特別支援コーディネーターは、特別支援級担任・養護教諭の複数配置とする。特別支援級担任は特別支 

 援教育校内委員会を中心となって運営し、養護教諭はその補佐と通常の学級の情報集約を行い、個別の  

 教育支援計画の作成・支援の充実に努める。 

○特別支援教育校内委員会は、管理職、特別支援教育コーディネーター、生活指導主任、スクールカウン 

 セラー、対象児童の学級担任、特別支援学級担任で構成する。また、毎月１回、定例の会議をもち、必  

 要に応じて情報の交換、提案の準備などを行っていく。 

○特別支援学級と連携し、個別支援計画の作成・活用を通して児童一人一人に合った指導法を工夫する。 

○スクールカウンセラーの助力を得て、児童理解を進めていく。 

○学校行事には、特別支援学級の児童と共に参加させていく。通常の学級と特別支援学級との間で、児童 

 が互いに行き来し、一緒に学校生活を送る意識を高めていく。 

○特別支援学級との交流及び共同学習は、朝学習、浜川タイムの時間に位置付け、必要に応じて各担任が 

 調整し効果的に行えるようにしていく。 

○特別支援学級の個々の児童の実態に合わせて、通常級と交流を随時もたせていくこととする。 

○通常の学級と特別支援学級との交流を充実させるために、読書、給食、授業等の時間を使って通常の学 

 級と特別支援学級との交流を行っていく。その中で、ノーマライゼーションについて理解を深めさ 

 

（９）その他 

◎「地域の学校、浜川小学校」をキャッチフレーズに地域ボランティア活動の充実に努め、地域への愛着 

 を育てるとともに、地域に貢献することができる児童を育てる。 
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◎体力向上に向けて１学期にスポーツテストを実施し、児童の実態に合わせて体育の年間指導計画を柔軟 

 に対応させていく。 

○体力向上に向けて１学期にスポーツテストの準備週間を設け、具体的な測定方法を全児童に周知する。

 また、２学期に縄跳び検定、３学期にはマラソンカードによる体力向上の取り組みを実施する。 

○読書習慣を定着させるために、第１学年は週２回（１回１５分）、第２学年以上は、週１回（１回１５

 分）読書の時間を帯時間として設定する。また、校内読書週間を１学期と２学期に２週間ずつ設定し、

 継続して指導できるようにする。 

○５年生・１年生を中心に、保育園・幼稚園との交流を進めていく。就学前の園児と活動することで、思

 いやりのある言動や適切な援助の方法を学ばせていく。 

・１年生への授業見学と交流（大井保育園・浜川幼稚園） ・運動会への参加。交流競技（浜川幼稚園） 

・５年生との市民科での交流「あそびの森」への参加（浜川幼稚園）（大井保育園） 

・１年生、２年生、５年生との交流授業（大井保育園・浜川幼稚園） 

・５年生との学校探検、交流給食（大井保育園・浜川幼稚園） 

○ボランティアクラブによる地域清掃や募金活動、保育園や老人施設の訪問など、地域や社会貢献の指針

 となる活動をさせることにより、児童の社会貢献への意味を理解させるとともに興味・関心を向上させ

 る。 

 

 

 

                        平成２５年度 新たに実施すること            保護者会用 

１．家庭訪問の実施 

 ☆１学期の個人面談と地域めぐりを廃止し、家庭訪問を実施する。 

 ・基本的には家庭訪問とするが、事前にアンケートを実施し、どうしても調整かつかない家庭には、個  

  人面談を実施する。    ・２学期の個人面談は例年通り実施する。 

 ・２６年度からは、担任が持ち上がった学年は、個人面談とする。 

２．三者面談の復活 

 ・対象 ６年生の児童保護者  の希望者のみ 

 ・期間 夏季休業中 日程は、担任に一任           ・時間 １５～２０分程度 

３．スポーツ大会の実施（５．６校時  ５．６年生 ２．３学期に実施） 

     ＊児童の優勝チームは、教職員チームと決勝戦を実施する。 

４．浜川スタンダードの改定、追加導入 

 ○現在あるもの「生活の決まり」「学習の決まり」「遊びの決まり」 

 ☆新たに徹底させるもの 

 「各場所の清掃時の決まり（実施方法）」「給食の決まり（基本を全学年徹底）」 

５．浜川公園内「浜川街角ギャラリー」 

 ・平成２５年３月後半～約４年間    ・場所 浜川公園内工事壁、壁面 

 ・内容 各学年１５作品を展示（中学は全校で１５作品） 年間１回新旧の張替えをする。 

６．安全の日の安全教育 

 毎月第２木曜日を「安全の日」と設定し、昼の浜川タイムにおいて「自己管理領域」として、安全指導 

 についての学習を実施する。 

７．校内研修授業の実施＝四校研究とは別に校内研修として「よい～の授業を目指して」というテーマで

  年間３回の研究授業を実施する。   ・部会は低．中．高学年部会（３組もその中に入る） 

８．水泳記録会 

・日時 ９／７（土） ２．３校時    ・対象 ５．６年生 

☆浜川科学教室  教育課程外  

 ・年間９回の浜川科学教室。   
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 ・ねらい＝楽しい理科の実験をすることで理科離れを防ぎ、理科に興味関心をもてる児童を育成する。 

  土曜授業のある日の午後 １３：００～１５：００ 

 ・内容＝科学クラブ等でも実施できないような楽しい科学の実験。 

 ・お弁当、水筒を持参。理科室で食べる。校長が管理する。 

 ・４年生対象２４名まで  基本的に全部参加できる児童 

 ・人数が集まらない場合は、５年生に募集をかける。 

 ・指導者 校長・教員・初任者育成教師      ・教材費  ３００×９＝２７００円 

 

 

 

     わくわくドキドキ体験学習（体験学習の充実） 

 学力の向上では、基礎、基本の充実や家庭学習の取り組みと同時に、本校の児童の実態をふまえ、児童

が興味をもって、わくわくしながら取り組むことができる、体験的な学習を多く取り入れる。体験学習は

、単なる知識だけの理解でなく、本物にふれ、体全体で直に感じることで学びがより深まり、学力の向上

につながるとともに、児童の心に残る生きた学習となる。 

 今年度からは単発のイベントではなく、しっかりとカリキュラムに位置づけ、年間指導計画に組み込ん

で毎年、確実に実施し、学びの積み重ねをしていく。また、社会の第一線で活躍している方々や企業、そ

して、消防署や警察、税務署等の関係公的機関とも連携を深めていくことで、市民科でのキャリア教育や

今まで実施してきた社会科、生活科見学等の校外学習もさらに充実させていく。 

 

                    ☆２５年度予定している体験学習 

□低学年 

 ・ラジオ体操講習会・食育学習・地域の伝統工芸・伝統野菜の栽培・朗読劇・だんご虫教室 

 ・品川かぶの栽培・鍵盤ハーモニカ教室・読み聞かせ・種のブックトーク・バナナうんちで元気な子 

 ○春夏秋冬探し（浜川公園、区民公園） ○町探検 ○郵便局見学 ○消防写生会   ○さくら会訪問 

 ○遠足（タイヤ公園、萩中公園、林試の森等） ○生活科見学（区民公園、しながわ水族館） 

 

□中学年   

 ・清掃車の授業（スケルトン車）・獣医さんの授業 ・伝統野菜の栽培・和太鼓の学習・茶道教室 

 ・ちりめんモンスター・富士通環境教室・読売巨人軍の野球教室・太鼓の授業・水道キャラバン 

 ・お店屋さんめぐり・宇宙の授業・緊急電話連絡の授業・アナウンサーの言葉の教室 

 ・東京新聞の新聞活用教室・伝統工芸教室・ハンドボール教室・塩の授業・地図の授業・ゴミの学習 

 ○プラネタリウム見学 ○消防署、警察署見学 ○下水道見学 ○清掃工事用見学 ○史跡めぐり 

 ○社会科見学（区内、都内めぐり） ○遠足（林試の森、平和の森公園、こどもの国等） 

 ☆生活指導宿泊体験学習（４年生、オリンピックセンター、一泊二日） 

 ☆移動教室（特別支援学級３～５年生＜品川連合＞日光 二泊三日） 

 

□高学年 

 ・留学生による異文化授業・龍馬の授業・税の授業・じじばばの戦争体験を聞く・劇団四季子どもミュ

  ージカル（抽選）・美しい日本語（劇団四季）・金管四重奏コンサート・お琴教室・武道（剣道） 

 ・道の授業（立会川の歴史）・情報モラル学習 ・浜川落語教室・地図の授業・救急救命の授業 

 ・地球温暖化学習・音楽鑑賞会 ・子ども落語教室・金融学習・オリンピック選手の授業（短距離走） 

 ・浜の母さん水産業の学習 ・ニフティネット安全教室・立会川の緑化活動  

  ・異文化理解 

 ○音楽鑑賞教室 ○品川歴史館見学 ○大森貝塚見学 ○卒業遠足 ○早稲田大学キャンパスツアー 
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 ○社会科見学（工場、国会、新聞社、最高裁判所等） 

 ☆夏季林間学校（５年生 日光 二泊三日）  ☆移動教室（６年生 日光 二泊三日） 

 

□全学年共通   

 ・交通安全教室・山田パンダ（元かぐや姫）さんの体験教室・読み聞かせ教室・青空給食・地域清掃 

 ・ストリーテーリング・ＣＡＰ・防災教室・防犯教室  

 

 

 

  ２４年度  

品川区学力定

着度調査の結

果 ４年 

 

 

 

 

 

 

 

 

平

均

正

答

率

％ 

 

 

  ２１年度   ２２年度   ２３年度   ２４年度 品川区内では、いよい

よベスト１０に入って

きました。特に国語の

達成率が区の平均を初

めて上回ったこと、平

均正答率も後一歩と迫

ったことは素晴らしい

ことです。 

 

 

 

 

 区 浜川  区 浜川  区 浜川  区 浜川 

国語  71.2  65.9  74.8 72.4  68.6 63.3  79.5  77.1 

算数  87  81.8  88.3 91.5   87.2 89.8  83  86.3 

理科  －  －  －  －  80.6 84.8  68.7  69.1 

社会  －  －  －  －  70.4 74.6  72.8  74   

 

 

達

成

率

％ 

 

 

  ２１年度  ２２年度  ２３年度   ２４年度 

 区  浜川   区 浜川  区 浜川  区 浜川 

国語  51.1 41.9  73.2 61.5 52.2 43.8  75.5  76.5 

算数  83.6 77.8  76.8 92.3 81.4 85.4  73.2  78.8 

理科   －  －  － － 73.9 81.3  75.5  80.4 

社会   －  －  － － 53.8 60.4  57.6  58.8 

  

              平成２４年度 東京都学力調査の結果 ５年生 教科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年度 

 

 平均 

  

    正答率   全体  教科 

 

  年度 

 

 平均 

  

   正答率   全体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ   Ｂ  正答率   Ａ   Ｂ  正答率 

 

 国語 

 

 

  ２３ 

 

 浜川   77.1  58.3   71.2    

 理科 

 

 

  ２３ 

 

 浜川  66.6  67.4   66.9 

 都   72.1  62.6   69.1  都  67.1  66.2   66.8 

  ２４ 

 

 浜川   71.9  49.3   68.8   ２４ 

 

 浜川  64.9  60.4   63.4 

 都   71.3  51.0   68.5  都  62.3  59.1   61.3 

 

 算数 

 

 

  ２３ 

 

 浜川   75.1  52.3   70   

 社会 

 

 

  ２３ 

 

 浜川  68.6  46.8   61.4 

 都   73.4  50.6   68.2  都  71.5  48.1   63.7 

  ２４ 

 

 浜川   69.8  31.6   63.2   ２４ 

 

 浜川  64.3  46.4   58.3 

 都   64.0  31.1   58.3  都  61.4  45.2   57.8 

 ２４年度は、国語、理科、社会、算数とも実施した４つの教科全てにおいて東京都の平均正答率を上回 

 りました。唯一都平均に及ばなかった国語のB問題（取り出す力・読み取る力・解決する力）も２３ 

 年度にはー４．３と及ばなかったものが、今年度には－１．７と２．６差を縮めることができました。 

 

       平成２４年度 文科省全国学力調査の結果 ６年生 

 

 

 

 

 

  教科    平均  １９年度  ２０年度  ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度  

 

 

 

 

国語A 

 

浜川平均    78.1    63.2    68.7    80.8    77.9     81.4 

全国平均    81.7    65.4    69.9    83.3    77.3    81.6 

国語B 

 

浜川平均    57    41.8    46.7    73.4    47.6     60.5   

全国平均    62    50.5    50.5    77.8    41.4    55.6 
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算数A 

 

浜川平均    78.4    69.2    77.6    75.7     85.8     75.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国平均    82.1    72.2    78.7    74.2    81.1    73.3 

算数B 

 

浜川平均    61.4    47.4    55.4     50.4     51.3     64     

全国平均    63.6    51.6    54.8    49.3    45    58.9 

理科 

 

浜川平均  

 

   64     

全国平均    60.9 

理科Ａ 

     

浜川平均  

 

   60.8   

全国平均    57.6 

理科Ｂ 

 

浜川平均  

 

   71.8   

全国平均    69.1 

 国語のＡ問題以外は、平均正答率において全国平均を大きく上回ることができました。国語のＡ問題も 

 81.4と全国平均正答率に0.2及ばなかっただけであり、昨年度の77.9より平均正答率としては上回るこ 

 とができたので、大いに健闘したと考えています。ただ、他学年でも総体的に国語力がネックとなって 

 いるので、コミュニケーション力を高めるとともに言語指導に力を入れ、漢字などの基礎学力はもちろ 

 ん、読解力、傾聴力、表現力を育てていくこととします。 

 

                      保護者アンケートの大きな変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         項  目   実施時期   Ａ   Ｂ   Ｃ   Ｄ Ａ＋Ｂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の教育活動に満足している 

 

22年1学期   51   45    4    0   96 

24年3学期   80   20    0    0  100 

子どもたちは熱心に学習に取り組

んでいる 

22年1学期   54   41    4    1   95 

24年3学期   69   30    1    0   99 

子どもたちは学校生活を楽しく過

ごしている 

22年1学期   76   22    2    0   98 

24年3学期   79   21    0    0  100 

子ども達は場に応じて適切なあい

さつができる 

22年1学期   27   53   15    5   80 

24年3学期   46   50    3    1   96 

授業中教師の声の声の大きさや話

す速さが適切である 

22年1学期   68   29    3    0   97 

24年3学期   81   16    3    0   97 

授業は分かりやすく、児童の実態

に合わせて工夫されている 

22年1学期   60   34    4    2   94 

24年3学期   80   20    0    0  100 

教室の内外において環境整備が良

くなされている 

22年1学期   53   42    5    0   95 

24年3学期   75   24    1    0   99 

      Ａ思う  Ｂやや思う  Ｃやや思わない  Ｄ思わない 

全ての項目において、２２年度の１学期を大きく上回っています。特に、Ａの思うが大きく伸びています

。 
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     保護者の皆様へのお願い 

 

①家庭学習 

 ２４年度は、ここ３年間の学力向上プログラムの最後の重点施策として、家庭学習について１～６年生ま

での児童の発達段階や実態を考慮し、系統的に計画を立てたものを全校を挙げて実施します。詳しくは、他

のプリントや保護者会等で説明いたしますので、是非ご協力ください。 

 

②配布したプリント 

学校から発行するプリントには全て目を通してください。３日に１回程度は必ず何らかのプリントを発行し

ています。３日間以上児童からの提出がない時には、必ず何かあると思って児童のランドセルを確認してく

ださい。また、月の初めには必ず「学校だより」「学年だより」が、発行されます。 

       全ての担任、学校関係者が望んでいることは、 

     ◎学校でやっていること 

     ◎考えていること 

     ◎学校でのお子さんの様子を 

   ☆正確にできるだけ詳しく保護者の皆様に知ってほしいということです。 

◎月に１回以上必ず発行されるもの 

 【必ず読まなくてはならないと心に決めてください。】 

「学校だより」「学年だより」「保健だより」「給食だより・献立等」「図書館だより」 

◎必要に応じて発行するもの 

「学級だより」「学校公開や行事のアンケートの集計及びお返事」「不審者情報」「特別な連絡時のプリン

ト」 

 

③学校のルールを守る 

○児 童 

  お子さんの安全や健全育成にかかわることです。学校でお願いしていることを是非、ご家庭でも厳守させ

てください。 

・登下校時には絶対に寄り道をしない。通学路を厳守する。 

・帰宅時刻を厳守する。１７：００（冬休みのみ１６：３０） 

・外出時には、まもるっちを首にかける。 

・交通ルールの厳守（１３才未満の者が自転車に乗る時には、その保護者は、ヘルメットをかぶせるよう努 

めなくてはならない。＜道路交通法６３条１０その２＞） 

・コンビニエンスストアーやスーパー等には、基本的に子どもだけで店には行かない。（低学年の児童は子 

どもだけではお店に入らない）行く時は、必ず親に何を買うか、また、何を買ったか報告する。（家の人 に

頼まれたものを買う場合は行ってもよい。） 

・危ない遊びはさせない。ＴＰＯを考えてするように指導する。（エアガン、スケートボ ード、Ｊボード、 

＜遊び方、場所、マナーを徹底的に指導する。＞水風船、水鉄砲＜公 共の場でのマナーを考えて＞） 

・駐車場、マンションの踊り場、階段等、私有地では遊ばない。または、保護者の管理下 で遊ぶ。 

 

○保護者の皆様も 

  浜川小学校には、３４４名の児童と、５０名近くの学校関係者、そして、保護者の皆様、町会長様はじめ

地域の皆様を入れると、１０００名以上の方々がかかわって、子ども達の教育を支えています。運動会や、

学芸会、展覧会などの学校行事や学校公開等、大勢の方々がご来校いただく時には、みんなが気もちよく、

安全に参加できるためにも、学校で決めたルールを全ての方々に守っていただくことが大切と考えます。是
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非、ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。 

 

・行事や学校公開、保護者会など一度に大勢の方が参加するような時には、特別な理由がない限り、必ず徒 

歩で来ること。（自転車の駐輪は、平常時には、多くて２０台程度、特に浜川公園の工事でこの３～４年 は、

駐輪場として借りることができません。） 

・来校時には、上履き、外履き袋、ネームプレートを必ず持参すること。 

・来校の時は、インターホンに必ずネームプレートを提示し、お子さんの学年、学級、名前とご用件を告げ 

ること。 

・各行事へ参加する時には、必ず、事前に示されたルールを守ること。 

・登校時刻を守らせてください。（遅刻は厳禁ですが、早すぎると交通指導員や看護当番の教師も立ってお 

らず危険です。できる限り、８：１５～２５の間に登校させてください。やむを得ず早くに登校した場合 は、

インターホンを押していただければ、校内へは 入れます。） 

・お子さんが学校を遅刻・欠席する時には、必ず連絡帳で連絡すること。やむを得ず電話連絡をする時には、 

８：２５までにすること。 

・遅刻、早退時には、必ず学校まで保護者が送り迎えしてください。 

 

④運動会や展覧会等の行事、学校公開や保護者会にもできるだけ参加する 

・特に保護者会は、学校でのさまざまな出来事や、お子さんの様子、学校や担任の教育に対する考え方を理 

解するよい機会であるとともに、保護者の皆様の横のつながりを作る大切な場所と考えます。例年とても 参

加が尐なく残念に思う学年や学級があります。また、是非いらしてほしい方ほどいらっしゃっていない と

いうのも現状です。せめて最初と最後くらいは、万難を排してでもご参加ください。 

・学校公開時の参観も今一歩と考えます。２日間のうちどちらかは、また、どうしても厳しい場合は、年に 

一度でもご参観ください。 

 

⑤家庭でも地域でも学校でも、まずは保護者の皆様自らがお手本を示す☆お子さんは親の鏡です。 

・「おはようございます」「行ってらっしゃい」「お帰りなさい」「いただきます」「ご馳走さま」「こん

にちは」 「しつれいします」「おやすみなさい」「ごめんなさい」「ありがとうございます」大きな声で相

手の目を見  てはっきりと・・・ 

・交通安全についても同様です。 

  信号待ち。斜め横断しない。歩道橋を渡る。横断歩道を渡る。左右を見て渡る。 自転車の二人乗り、無 

灯火運転はしない。 

・言葉遣いも同様です。 

  お子さんに使ってほしくない言葉。相手を傷つけたり人権を尊重しない言葉は絶対に使わない。 

・まずは保護者の皆様から読書の習慣を。家庭にできるだけ多くの書物を常備し、大人が読書を楽しむ姿を 

 子どもたちにまずは見せていくことが大切です。 

 

⑥早寝、早起き、朝ごはん 

・低中学年は９時間。高学年は８時間程度の睡眠が必要です。 

  ６：３０に起きるとすると低中は９：３０、高は１０：３０は、どんなに遅くてもその１時間後くらいに 

 は就寝してほしいです。 

・起きてから頭脳が回転しだすには２時間はかかります。８：３０から朝の会が始まります。６：３０には 

 布団から出ることです。どんなに遅くても７：００までには。 

・何も食べないのは論外。できれば、主食、おかず、飲み物の三種は必要です。  朝食で三品以上の食品を 

食べているお子さんは、何も食べていないお子さんや、パンと牛乳だけ等、２品以下のお子さんよりも学 力

が高く、欠席も尐ないことが多い。というデータがさまざまな研究によりはっきりと出ています。 
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⑦家庭学習 

・学年×１０分がめやすと考えます。 

・できればともに時間を共有してあげてください。全て見ることはありませんが・・ 

・教科書を保護者の方がよく見てください。（特に市民科は、保護者の方も一緒に学び、実践し、お子さん 

  の良きお手本となってほしいと思います。） 

・ノートは週に一回程度は見て、あまりに乱雑な時にはご指導ください。 

・連絡帳は毎日確認してください。 

・座って机と向き合うことばかりが学習ではありません。休日には、博物館、科学館、美術館、展覧会、音 

 楽会、劇場などに一緒に行って、多くの本物と触れ合う機会をた    くさん作ってあげてください。 

・近隣の公園やアスレチック、郊外でのハイキングや登山など、自然とたくさんふれ合わせてください。 

 

⑧お子さんにわかるように愛情を伝える 

・時には、抱っこも必要です。一緒にお風呂に入る。本を読んで寝かせてあげる。 

  よいことをした時にはとことん褒める。だめなものはだめと言い切り、体を張ってでもわがままは断固  

  粉砕する。 

・できうる限りお弁当は手作りのものを。年に何回かしかありません。 

・過保護と愛情をかけることは違います。 

・お子さんと話をいっぱいしてください。話さないお子さんがいたら、話を引き出すような声かけをしてゆ 

 っくり優しく待ちながら話を聞いてあげてください。 

⑨何かあればなんでも担任や学校に相談 

・あれっと思ったり、変だなと感じたりしたらまずは担任に相談してください。それでも解決しない時には、 

 迷わず管理職に相談してください。 

 

⑩事実を客観的に分析し、判断する目をもつ 

・お子さんから聞いた情報を鵜呑みにしない。悪気や自分を庇う気はないのですが、言葉足らずであったり、 

 客観的に状況を判断できない場合があります。是非、お子さんからの情報だけでさまざまなことを判断せ  

ず、担任と相談したり、ご自分の目で事実を確かめてから状況判断をしてください。 

・うわさを鵜呑みにしない。「火のないところに煙は立たない。」とよく言いますが、まったく火も何もな

い ところに煙が立ち、ぼうぼうと大火事になることも私の経験で数多くありました。是非、多くの情報を

集め、ご自分の目で見たこと、聞いたことを事実確認して判断してください。まずは、学級内のことでした 

ら直接、担任に問い合わせるのが一番です。 

 

 

  

 


