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学習と学校生活   
授業が分かる！授業が楽しい！そんな学びを。  

【学習について】 

子どもたち一人ひとりが自分の力を

発揮できるようにするために、基礎・

基本のより確実な定着、自己を表現

する力や体力の向上をめざした、各

教科等の学習の充実に努めてきまし

た。当初心配された一部未履修での

進級は、どの学年でも回避されました。 

3年生では算数で習熟度に分けた

コースで少人数授業を実施してきまし

た。5グループに分けて、クラスで学

習するよりも少人数にしたことで成果

を挙げました。2年生のうちにかけ算

九九をしっかり覚える、文章読解に慣

れるなどの課題も見つかりました。 

 

「学校生活」 

毎月の朝会で、振り返りを発表した

り、委員会活動などで全体に呼びか

けたりすることが多くありました。 

困ったときにヘルプをうまく出せて

いない児童がいることから、スクール

カウンセラーとの連携を密にしていく

ことが大切です。 

 

「体づくり」 

中休みに「体力アップタイム」を設け、

全児童が体を動かしてきました。これ

までは長縄やトラック走、短縄など複

数種目から選んで行っていましたが、

コロナ禍により今年度は短縄だけにし、

ソーシャルディスタンスの確保もしな

がら取り組んできました。しっかり運動

することができていました。 

 

「合理的配慮」 

日々の授業の中で、合理的配慮に

沿った支援のもとで学べるようにして

いく重要性を共有してきました。来年

度からさらに教職員の研究を進めて

いきます。学び方や進み方は子ども

によって違います。本来なら一人ひと

りに合わせてあげられることが理想

です。しっかりと準備をしていけるよう

にしていきます。 

 

「高学年：教科担任制」 

５年生では、体育・理科・図工、書

写を３クラスで、６年生では、１，２組

と３，４組に分かれて理科・図工、書

写で教科担任制を行ってきました。４

年生でも年明けから、社会・理科・体

育での短期教科担任制を試行してき

ました。他のクラスの様子を把握し、

学年チームで子どもたちの支援にあ

たる意識が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[横浜市立南瀬谷小学校]    校長 藤田 優 

[令和２年度の学校づくり報告 次年度に向けて] 

[学校活動報告] 

今年度はコロナ禍で６

月からの分散登校、7月か

ら再開と短い一年間でし

た。制約が多い中でした

が、南瀬谷小では「みん

なが かがやくみなみの

子」を合言葉に、自己有

用感・自己肯定感をしっ

かり育んでいくようにし

てきました。学校生活の

あらゆる機会を活用し、

「みんな違ってみんない

いね」という人権感覚も

養ってきました。 

来年度の活動について

も、感染症対策を講じて

のものとなる方向です。 
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[ T Y P E  T H E  C O M P A N Y  N A M E ]  

 

【各学年の取組】 

 

「１年生」 

「おひさまスマイル」   

通常授業が始まるまで 3か月もか

かり、入学からずいぶん待たされ

ましたが、2年生に向けてよく頑張

ることができました。3月に初めて

行われた校庭での朝会でも、静か

にきちんと話を聞くことができて

いて感心しました。給食の残しも

とても少ない元気な 1年生です。 

 

 「２年生」 

学年目標 

自分で考え行動できる子 

友達と仲良く助け合える子 

挑戦できる子 

 男女分け隔てなく協力し合える

良さをもった 2年生です。何でも

やってみたい！という意欲まんま

んの子どもたちなので、活動の幅

が広がる 3年生の生活がとても楽

しみです。 

 

 「３年生」 

学年目標 

 サン（ＳＵＮ：元気）  

サン（サンキュー 

：感謝の気持ち） 

サン（3年生） 

～かがやけ！３年生～ 

・中学年として生活の中から課題を見

つけ、積極的に関わろうとする子 

・元気にあいさつし自分を表現する子 

・相手の気持ちを考えて行動する子 

アドバイスや助言などを素直に聞い

て頑張ろうとしていました。チャレンジ

精神も旺盛で 3年生らしい育ちを見

せてくれていました。活動するときに

はしっかり自分たちのめあてをもっ

て、協力して取り組めていました。 

 

 

「４年生」 

学年目標『ホームラン！』 

南瀬谷小学校の「４」番バッターとし

て、本気・努力・先読みができるように

する。 

遊びでも勉強でも本気を出してい

て、まさにフルスイングした一年間で

した。上郷宿泊体験学習や 10歳を祝

う会を通して協力と感謝をよく意識で

きるようになりました。高学年としての

活躍が楽しみです。 

 

 「５年生」 

学年目標 Ｈｉｇｈ Ｆｉｖｅ 

「チーム 5年」として 3クラスが

団結して、取り組むことが出来て

いました。6年生からのバトンもし

っかり引き継いで、来年度に向け

て準備を整えています。 

 

 

 「６年生」 

『集大星☆』 

集中星・・・何事にも真剣に取り

組む 

個星・・・自分の得意なことを知

らせる 

周りのよさに気づく 

自主星・・・自分から進んで行動

する先生がいなくても行動

できる 

協調星・・・友達と助け合う 

みんなで協力する 

1年間の 1/4が失われた今年度でし

たが、短い時間を完全燃焼しまし

た。たてわり活動や委員会活動、

運動会などで活躍しました。「6年

生を送る会」では、下級生たちが

口を揃えて「今の 6年生のように

なりたいです」「あこがれです」

「次の学年になったら、6年生を目

指して頑張ります」と言っていま

した。 

 

 

 

「個別支援級」 

自分でやるぞ！ 

協力するぞ！ 

仲よくするぞ！ 

学習発表会などに向けて、「やりた

い！できるようになりたい」という気持

ちをしっかりもって取り組むことができ

ました。3校で集まっての発表会はで

きませんでしたが、学習の成果を保

護者の方に見ていただくことができま

した。日々の生活の中でもお互いに

協力し合う姿がよく見られるようにな

りました。 

 

 

 

 

【児童指導】 

夏休み前、児童会活動の代表委員

会で、みんなでがんばる、子どもたち

の一年間のスローガンが「みかんジュ

ース」に決まりました。 

（み）みんな友だち 

（かん）感謝の気持ちを伝える 

（ジュ）自分から進んで意見する 

（す）進んであいさつ 

校庭から各教室を見ると、これらの文

字が掲げられています。放送委員会

の児童が継続的に全校放送で呼びか

けるなど、活動してきました。 

 

【たてわり活動】 

1年～6年が約 2名ずつ集まった 1

2名程度のグループでの活動、たて

わり活動では、朝や中休みに「たてわ

りレク」の時間をとって、継続的に交流

を深めてきました。6年生がリーダー

となって活動しました。その姿を見た

下級生が、６年生にあこがれをもち自

分が６年になったらリーダーとして頑

張りたいなという思いが持てるような

関係性ができています。 

 



 

 

[横浜市立南瀬谷小学校] 

 

家庭・地域 
かかわりやすい学校へ 

コミュニケーションのとりやすい

学校づくりも進めていきたいと意識

してきました。 

 

【欠席連絡メール】 

欠席、遅刻、早退などの連絡は

連絡帳よりもメールのご利用が便

利とのことで周知してきました。利

用率が６割程度となっています。 

新一年生の保護者の方には、

入学に関する質問事項はこのメー

ルで寄せてもらいました。欠席連

絡に限らず、質問等もこのアドレス

で利用してもらえるよう今後も学校

だより等でお知らせしていきます。 

 

 

 

 

 

【電子申請】 

紙による手紙のやりとりでは

なく、スマホで情報のやり取り

をできるようにしてきました。

さらに様々な場で活用して、よ

り多くの方に利用してもらえる

ようにしていきます。 

 

【登下校通知導入】 

メール配信会社の変更に伴い、

来年度から希望された方にはに

は有料で登下校通知が送られる

ようになりました。 

 

【学校運営協議会】 

学校運営協議会は、地域・保

護者・有識者などの方と学校が

目標を共有し、学校運営に参画

するためのものです。 

学校運営の基本方針を承認し

たり、学校運営について意見を

述べたりします。 

今年度は、南瀬谷中学校と一

体型の学校運営協議会発足に向

けて準備をしてきました。 

 

【ボランティア募集】 

ボランティア活動が大変活発

な南瀬谷小の学区、まちの人々

です。今年は活動が大幅に削減

されたため、1年給食補助やミ

シンボランティアなどに限られ

ました。 

来年度はボランティアさんの

活動がはっきりとわかった段階

で、メール配信などを利用して、

登録してもらえるように計画し

ています。 

 

 

 

感染症対策と学校生活の充実 
～令和３年度に向けて～    

新年度になっても今しばらくは

感染症対策を学校生活のあらゆる

場で講じていく必要がある状況で

す。今年度対応してきた方策を検

証・改善しながら、より良い取り

組みにしていければと思います。 

 

【宿泊体験学習】 

密を避ける感染症予防の対策を

多角的に講じて、行程もゆるやか

にした上で、４年生から６年生の

宿泊体験学習・修学旅行を行いま

した。来年度の宿泊体験学習につ

いても、今年と同じような方向で

検討することとなっています。今

後の状況次第ではありますが、４

年上郷、５年愛川、６年日光と、

思い出に残る体験ができるように、

まずは安全の確保に全力を注ぎた

いと思います。 

 

【運動会】 

今年は感染症対策からお弁当な

しの半日開催で行いました。 

近年の気温の上昇、熱中症への

懸念から、また新学習指導要領の

実施などから、来年度も同じ形式

での開催の予定です。活躍の場は

作りながらも、同程度のコンパク

トな開催となります。 

校地内全て立見席でシートは一

切敷かないでご覧いただくことに

なります。正面で高学年のソーラ

ン節を見てもらうようにするなど、

改善を検討しています。 

 

【水泳学習】 

今年度は一斉中止となりましたが、

令和 3年度に向けては、通常実施

ができるように、健康診断等の準

備を進めておくように教育委員会

から指示がでました。 
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【給食指導】 

全員が同じ方向を向いて、机を

つけることなく、静かに食事をと

ってきました。おかわりも教師が

配るなど、食事中の移動も減らし

ています。学校再開時より継続し

ているので、当たり前の光景とし

て定着するとともに、残し（残

さ）がとても少なくなるという結

果も出ています。 

 

【ミマモルメ】 

メール配信の会社を「ミマモル

メ」に変更しました。ミマモルメ

からの配信では、プリント類を添

付ファイルにして送信できるため、

学校だよりなども電子配信できる

ようになります。 

 

【学校だよりに一本化】 

来年度より、学年だよりを廃止

し、学校だよりに各学年の情報を

載せます。一年生など、毎週出し

ている時間割のお知らせなどは継

続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


