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学校教育目標と中期学校経営方針について



今年度の中期学校経営方針について



今年度の中期学校経営方針について



保護者の方と学校とのつながりの場
４月…授業参観、懇談会
５月…個人面談
６月…授業参観
９月…個人面談（前期あゆみの評価について）

※面談の場で前期評価の話をしますので、前期
あゆみの文章記述はありません。

１０月…運動会
１１月…土曜参観
１２月…個人面談週間

※希望される保護者の方と面談いたします。
１月…授業参観
３月…懇談会



学校運営協議会

学校・保護者・

地域が一体となっ

て八景小の子ども

達を育てていこう

という組織です。

「地域コーディ
ネーター」にご協
力いただきながら、
学校のニーズに応
じて保護者、地域
の方々に子ども達
とかかわっていた
だきます。



各学年の活動の様子昨年度の実践紹介

１年
称名寺遠足 6年生との交流の場

みんなでじゃんけん
列車をしたら、もの
すごい長い列車がで
きて、楽しかった
よ！

６年生がぼくたちの
ためにお店をたくさ
んつくってくれた
よ！６年生ってすご
いなー！！

こおりおに



２年 遠足

公園にくる
野鳥のかんさつ

お弁当を食べた
後の遊びの時間



３年

＜かいこタワー＞
かいこを育てました！
まゆになる様子に興味
津々でした。

＜久里浜花の国に遠足＞
グループ行動や遊具でたくさん遊び
ました。電車でのマナーを勉強しま
した。

＜スモーク体験＞
火事を想定して、煙の中
を歩きました。
先がほぼ見えないことに、
驚きました。



４年八景島体験学習

水族館の裏側を見学したり
イルカショーを楽しんだりしました。

アトラクションも
いっぱい楽しみました。



５年愛川体験学習

愛川の自然を満
喫しました♪



６年日光修学旅行

念願の修学旅行！
楽しかったよ♪



４組 スイートポテト作り

苗から育てたサ
ツマイモを使って、
スイートポテトを
作りました。とて
もおいしかったで
す。



人権の取組～スマイル会☺～



５月に行われた第１回スマイル会では、クラスで困っ
ていることやクラスの人権目標を報告しました。



＊学校の人権目標＊

なかよく笑顔で きずなあふれる 八景小！



＊低学年＊
「やさしく伝え合う」
をテーマにした場面劇

人権集会
に向けて

１０月の第２回と１１月の第３回は、１２月
の人権集会に向けて、低中高グループごとに
解決したい課題や集会の内容を考えました。



＊高学年＊
「相手を考えた言葉の使い方」を
テーマにロイロノートでプレゼン
テーション

＊中学年＊
「差別せず、みんなを
大切にする言葉の使い方」
をテーマにした劇



なかよし活動～全校遠足～

半日でしたが、６年生を中心に、たっぷり遊びま
した♪グループの絆が深まりました。



学校の安心・安全のために

→一人ひとりが安全に安心して学校生活を
おくれるように
「学校のきまり」
（４月配付）が
あります。
ぜひお子さんと
ご確認ください。

 

  

 

 

○全ての持ち物、衣類に名前を書いてください。 

※場合によっては、その場で本人に書かせること

があります。 

 

 

☆学習に必要のないものは、持ってきません。 

☆学習に支障のないよう、 

できるだけシンプルなもの 

にしてください。 

【筆箱】 

○筆箱の中に次のものを用意してください。 

 ①鉛筆 ４・５本 

 ②赤鉛筆（３年以上は赤ボールペンも可） 

 ③消しゴム １個 

 ④短い定規 

 ⑤名前ペン 

※４年生以上、①～⑤以外に青系ペン・蛍光ペンも

１本ずつ可 

※シャープペンシル・多機能ペンは使いません。 

※筆箱は机の中にしまえる大きさのもので落として

も大きな音がしないものにしてください。 

※毎日鉛筆は、家で削ってきてください。 

【ノート】 

○各教科に 1 冊ずつノートを使用します。 

○学校で指定した様式のノートを用意してくださ

い。  

※昨年度末にお知らせしました「来年度から使用す

る学習ノートの統一について」で、ご確認くださ

い。 

【道具箱】 

○Ａ４サイズが入る程度の箱を使います。 

○道具箱の中に、必要な物を整えてください。 

※はさみや彫刻刀などは先生が預かります。 

 

 

○校舎内は上履きを履きます。 

○正面・かかとの 2 か所に名前を書いてください。 

※上履きを忘れた場合は、上履きを貸し出します。 

ご家庭で洗い、３日以内に返却してください。 

○正面・かかとの 2 か所に名前を書いてください。 

 

 

○上は水色・白半袖のシャツです。下は運動用短パ

ンをご用意ください。 

○ゴム付きの赤白帽子をご用意ください。 

○シャツの裾は、短パンの中に入れます。 

○原則、体育着の下に肌着は着ません。 

※発達段階に応じ、個別に応じた対応をしま

す。 

○学習時は靴下をはきます。 

※タイツは不可（靴下をもってきてくださ

い。） 

○防寒のため、トレーナーを重ね着しても構いま

せん。（安全のため、フード・ファスナー・紐

がついているものなどは不可です。） 

○ミサンガ等も含め、アクセサリー類をつけて学

習しません。 

○髪留めは、危険のないものにしてください。 

○爪は必ず切っておいてください。 

○長い髪は必ず結んでおいてください。 

○洗濯が間に合わない場合には、白いＴシャツ等

で代用しても構いません。 

○体育着のままで、登下校させないでください。 
 

 

○給食当番は清潔なマスク・ぼうしを持たせ

てください。全てに記名をしてください。忘

れた児童には紙マスク、ぼうしを貸し出し

ます。紙マスクは新しいものを、ぼうしは洗

濯して返却してください。 

○白衣は週末に持ち帰ります。洗濯・アイロン

がけをしてください。 

○ボタンがとれたり、ゴムが伸びたりした時

は、修繕をお願いします。 

学年に応じて、学習に

必要なものを用意して

ください。 

○携帯電話は持たせないでください。 

○リップクリームやハンドクリーム・カイロなどは原

則持ってきません。(必要な場合は、保護者から担

任へお申し出ください。) 

〇ランドセルに付けられるのは、反射板と防犯ブザー

八景小学校 学校のきまり 

                                   令和３年度 

 

 

【登下校】

○８時に開門し、昇降口は８時１０分に開き

ます。８時１０分～２０分の間に学校に着

くように登校させてください。８時２５分

までに教室に入らなければ遅刻となりま

す。 

【約束】 

○決まった通学路を通り、広がったり遊んだ

りしないで登下校します。より道はしませ

ん。 

○運動場を横切りません。歩道や敷石のある

ところを歩きます。（保護者の方々もお願いし

ます。） 

○授業が終わったら、すぐに家に帰ります。 

○連絡帳で連絡してください。 

 やむをえない場合を除き、電話での連絡は、

ご遠慮ください。 

○遅刻する場合は必ず、保護者が教室まで送

ってください。 

○早退する場合は必ず、保護者がお子さんの

いるところまで迎えに来てください。 

○遊んでよい場所

校庭の土の上で遊びます。 

 

○校庭で遊べないときは、教室で遊び方を工夫し

たり、図書館で静かに過ごしたりします。 

 

○ご家庭に連絡をします。場合によっては、弁償

をお願いします。（弁済システムのプリントを

ご覧ください。） 

 

 

○お子さんや、他の児童についての問い合わせに

は絶対に答えないでください。 

○不審電話がかかってきた場合は、警察に通報し、

学校にもお知らせください。 

 
○早寝早起きの習慣を付けさせてください。 

○朝食は、必ず食べさせてから登校させてく

ださい。 

○ハンカチ・ティッシュは必ず身に付けさせ

てください。 

○あいさつや返事ができるよう、ご家庭でも

ご指導ください。 

○室内では、衣服を調整し、コートなどは着

ないようにしています。 

 
○帰宅後の校庭使用時間は次の通りです。     

3月～ 9月  16:45 まで 

１0月～ 2月  16:00まで 

○出入り口は正門のみ利用することができます。 

○忘れ物を取りに来ることは原則禁止です。 

○自転車で来るときは、門を入ったら降りて、ピロティ

ーにそろえて置きます。（保護者の方々もお願いしま

す。） 

○学校に遊びに来るときは、お菓子やジュースは持た

せないでください。 

○ゲームセンター（大型スーパーなどのゲームコーナー

も含む）に子どもだけでは行かせないでください。 



ゲーム（通信機能あり/なし）や
携帯電話、スマホについて

ゲーム時間、使い方について
お子さんと保護者の方でルールを決め
る等話し合うことが、楽しく、安心、
安全に使えるコツです。また成長期の
お子さんにとって生活リズムを整える
ことが大切です。ぜひ話し合ってくだ
さい。

携帯電話、スマホを使うよさと使うことに
よる危険性について、お子さんと保護者の
方で共通理解していることがトラブル等を
回避することにつながります。

安心・安全で 楽しく
使うために
ご家庭で話し合うことが
大切です



・担任の先生に遠慮なくご相談ください。また、小学校には、担任の先生の他に相談

できる先生（児童支援専任） や養護教諭、学校カウンセラーもおります。

・お子さんや保護者の皆様のお気持ちを聴き、寄り添いながら担任と共に一緒にお子

さんの成長を支え、見守り、歩んでいく存在です。

・ 相談はお子さん、保護者の方、どちらでも大丈夫です。

相談したい・・・そんな時は

「明日、楽しみだな。」
「学校で～があってね。」
といったように学校生活
が充実し、安心して過ごせる
ように支援しています。
まずは、朝のあいさつから。

「～に困っているから、
○○先生に聞いてもらお
うかな。」といったよう
に困ったこと等が相談で
き、よりよい方向に進ん
でいけるように支援して
います。

児童支援専任・養護教
諭は朝、お子さんの登
校を見守っていること
が多いです。遠慮なく
お声かけください。

「うちの子勉強に困っ
ているようだけれ
ど・・」
「うちの子、発表や初
めての事が苦手・・」
等お気軽にご相談くだ
さい。



今年度もよろしくお願いします

今年度も新型コロナウイルスの感染症対策により、活
動が制限され、行事が中止になったり短縮されたりす
ることもあるかもしれません。
また、熱中症対策でマスクを外して教育活動を行って
いきます。

そのなかでも工夫して、できるだけ多くのことを子ど
もたちに学ばせたり経験させたりしたいと考えていま
す。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。



学校説明会

横浜市立八景小学校

ご覧いただき、ご意見ご要望などがござ
いましたら、ロイロノートで担任まで
メッセージを送ってください。よろしく
お願いします。


