
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 師岡小教育ビジョン 

令和 4年 5月 20日(金) 

学校説明会資料 

 

 

学校教育目標 きらり笑顔あふれる「もろおかっこ」の実現に向けて 

次の５点について改善し、豊かな心の育成を進めます！ 

 

＜学校教育目標＞ 

もろおかを愛する子（公：公共心と社会参画） 

おもいやりを大切にする子（徳：豊かな心） 

からだを進んで動かす子（体：健やかな体）      

ったえ合い、未来に輝く子（開：未来を開く志） 

こんきよく考える子（知：生きてはたらく知）   

   

 

 

 

 

 

 

取組② 行事について 

・もろおかっこ運動会の自校開催 

・もろおかっこ音楽会 ・５０周年行事 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

手だて 

・宿泊体験学習のあり方 4 年➡日帰り宿泊体験学習 5 年➡西湖へ ６年➡日光 

・「もろおかっこ運動会」５月 27 日(金)開会式  ２８日(土)運動会  3 部入れ替えで実施  

・音楽集会⇒音楽会へ ５０年の周年行事として実施 

・５０周年周年行事 １０月２９日(土) ６年生式典参加、他在校生はオンラインで参加 

 

 

 

 

 

 

取組① 指導体制の工夫 

② ブロック担任の配置 

小・中・高学年ブロック担当制を導入し、チームできめ細やかな指導を目指します。 

高学年教科担任制導入を視野に入れ、教科分担制、授業交換を進めます。 

 

 

 

 

 

 

・担任以外の職員は小・中・高のブロックの属し、ブロックの担当としてチームで指導にあたります。給食指

導、学年研、補欠対応、不登校支援等の児童指導もブロックで対応していきます。 

・高学年は「算数」「英語」「理科」の教科担任制を視野に入れ、一部教科分担を導入します。また中学年にお

いても授業交換を取り入れるなどし、高学年の教科担任制の準備を進めます。担任以外の学年や専科の先生

と学ぶことにより、より教科の楽しさを知ると共に、いろいろな先生との学び方に慣れていきます。 

手だて 



・一昨年４月より、新学習指導要領が施行され、今まで以上に社会に開かれた教育課程が求められます。子ど

もたちが自ら学習課題を設定し、主体的に学び、互いの意見を聞き、取り入れながら学びを深めていく学習が

大事になります。一昨年度まで研究を行ってきた「生活科」「総合的な学習」では一定の成果が得られたと感じ

ています。PTA からもその実績が評価され、学習に使えるお金として１学級 5000 円の予算をいただきまし

た。生活科や総合的な学習に行う上で有効に活用して行きたいと思います。 

・昨年度より「国語科」の重点研究を行っています。主体的に伝え合いができる子どもの育成を目指し、全教

諭の授業力が向上できるように段階的に研究を進めています。 

・今年度は児童数が 1268 名(4/1 現在)となり、昨年より８０名ほど増えました。一般級も３クラス増、

個別支援級は８組が 24 名、９組の児童数が５３人となり増えたため（11 学級）教室を増やしました。前

PTA 会議室はときわぎ教室とし、音楽準備室は引き続き PTA 会議室として使用していきます。 

・2 年半に渡る工事はおわりましたが、7 月 16 日(土)～8 月末まで体育館バスケットゴールの改修工事が

行われます。※夏休み中、キッズや学校開放で体育館は使えなくなります。 

・コロナ感染が落ち着いてきたので休み時間の学年ごとの体育館使用の再開、及び 3 学年ずつの校庭使用

になり、毎日ではありませんが校庭で遊べる日が増えました。 

・プレハブ校舎跡地の活用方法は未定ですが、一部畑や花壇として活用を始めています。しばらくの間はフ

リースペースとして先生と一緒に使う場所にしていきます。 

・防災用井戸の工事は 5 月 9 日～5 月末の予定で現在行っています。完成したらまたお知らせします。 

 

取組④ 主体的、対話的な深い学びの実現に向けて 

子どもたちの主体的、対話的な深い学びを推進するために昨年度に引き続き「国語」を重点授業研究に

位置づけ、授業を研究し、子どもたちが自ら学びを深めていける学習をつくっていきます。 

 

 

 

 

 

取組⑤ 新しい応援団です 

手だて 

・令和 3 年 10 月より、藤 美穂様 石橋 久美様に師岡小の地域コーディネーターになっていただきまし

た。学校と地域を繋いでいただき、子どもたちが地域で学ぶためのコーディネートをしていただいています。 

・令和 4 年 4 月より地域と学校を繋ぐ会議が「まちと共に歩む学校づくり懇話会」から「師岡小学校運営協

議会」に変わりました。師岡小の教育がよりよいものになるよう、地域の方と話し合いを進めていきます。 

取組③ 教育環境の工夫 

・工事の計画 ・運動場、体育館の活用 ・プレハブ校舎跡地の活用 

 

 

 

 

 

手だて 

＜お知らせ＞ 昨年度の保護者様の学校アンケートの中で「（お子様の）欠席の連絡を電子申請にしてほしいと

の要望を多数いただきました。そこで 5 月 23 日(月)より試験的に学プリを使ってお子様の欠席連絡を受け

付けたいと思います。今まで通り電話や連絡帳でお知らせいただいてもかまいません。 

 

 



学校説明会資料 

特別支援教育について 

特別支援教育コーディネーター 

遠藤 香奈 

１ 特別支援教育とは 

特別支援教育とは、集団生活・集団指導体制の中では何かしらの困難さを抱えている児童に対して、

個別に支援をすることにより児童生徒のもつ力を引き出すことを目指す支援のことです。その継続的な

支援のために、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成しています。 

横浜市の特別支援教育は、一人ひとりの子どもの得意なことを引き出し、可能性を最大限に伸ばして

いきます。そのために教育的ニーズを把握し、多様な教育の場を用意して、全ての子どもたちに、あら

ゆる教育の場で、一貫した適切な指導や必要な支援を保障します。さらに、学び合う中から一人ひとり

の違いを認め合い、支え合う中で豊かな心を育て、様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会を築

き、その社会で生きる子どもの育成を目指します。また、家庭や地域、関係機関との連携を図りなが

ら、学齢期における一貫した教育を行い、子どもたちの自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援し

ます。 

 

 

２ 横浜市における多様な学びの場について 

（１）一般学級における特別支援教育 

・特別支援教育を支える児童生徒理解と集団づくり、学級づくり 

・一人ひとりの児童生徒の「よさ」を生かし、「困難さ」に応じた指導、支援 

・各教科等における具体的な支援や配慮 

（２）個別支援学級 

・「児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、資質・能力、目標、学習内容を設定し、指導、支

援をしていくための学級」です。横浜市では、知的障害者、自閉症・情緒障害者、弱視者のための

個別支援学級が設置されています。 

（３）通級指導教室 

 ・小中学校の通常の学級に在籍している弱視、難聴、言語障害、情緒障害、自閉症、LD、ADHDなどの

障害がある児童生徒のうち、通常の学級の学習におおむね参加できる児童生徒に対して、各教科等

の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別な指導を特別の指導の場

で行う教育形態です。 

（４）特別支援教室 

 ・児童生徒が、在籍する学級（一般学級、個別支援学級）を離れて、学習するためのスペースとして

設置しています。必要に応じて、特別の場で指導及び支援を受けることが適切であると判断された

児童生徒が活用します。 

（５）特別支援学校 

・障害のある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を実施するための学校です。横浜

市は、全ての障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、知的障害者、病弱者）に対する特

別支援学校を設置し、幼稚部から高等部専攻科まで幅広い年齢層に応じた教育を実施しています。 

 

 



３ 横浜型センター的機能について 

横浜市立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校に在籍する支援の必要な児童生徒のために、特別支

援学校・通級指導教室・地域療育センター等が学校支援を行っています。 

・特別支援学校            訪問相談等 

・通級指導教室            巡回相談等 

・地域療育センター           コンサルテーション 

・学齢後期支援    

 

 

４ 特別支援教育コーディネーターについて 

本校には、４名の特別支援教育コーディネーターがいます。 

浅野勝恵、遠藤香奈、田中溪湖、佐藤由芙子（児童支援専任教諭） 

 

 



児童指導について 

 

師岡小学校が子どもにとって安心、安全な学校となるよう職員一丸となって指導します。 

 

子どもを育てる児童指導 

〇自らあいさつが気持ちよくできるようにします。 

 ・生活目標の中でも、あいさつについて朝会で話をしました。 

  知っている先生だけでなく、話したことのない先生にも自分からあいさつをしてみようと投げかけています。 

 

〇子どもの社会的スキルを高めます。 

 ・望ましい人間関係でつながる集団を作るために、子どもの社会的スキルを高める「子どもの社会的スキル横浜プログ 

ラム」などを実施し、子どものコミュニケーション能力や自尊感情を高めます。 

 

〇子どもの情報・薬物乱用に対する意識を高めます。 

 ・情報モラル教育・薬物乱用防止教室を高学年において実施し、ネットトラブル・薬物の危険性に対する意識を 

高めます。 

 

〇お子さんの健全育成のために・・・ 

 ・器物損壊にかかわる弁済システム 

  子どもたちに自己責任の自覚を促し、社会規範意識を育成するために、教育指導の一環として適用する場合があり

ます。４月にプリントを配布しています。 

 ・金銭授受について 

  子どもたちの金銭授受については「行ってはいけない行為」として指導していきます。 

 ・児童虐待の通告義務について 

  児童虐待と思われる事案が発生した場合には、子どもの安全のために速やかに通告する義務があります。 

 

子どもに寄り添った児童指導 

〇全職員で組織的に支援します。 

 ・担任、学年、児童支援専任、養護教諭、副校長、校長など全職員で子どもを見守り、支援をします。また、学校カウンセ 

ラー（大野先生）、スクールソーシャルワーカー（篠原先生）など、さまざまな外部機関との連携を図り、きめ細かな児 

童指導が行えるようにします。 

 

〇日常の児童支援の工夫・改善に努め、子どもの思いに耳を傾けます。 

 ・Y-Pアセスメントシートを全学級で実施し、子どもたちの社会的スキルの育成状況を把握して日常の支援に 

役立てます。 

 ・子ども面談やアンケートを実施し、子どもの思いに寄り添います。 

 

〇いじめ防止基本方針を策定し、子どもをいじめから守ります。 

 ・児童、保護者、地域、児童相談所、警察などの関係機関と連携し、児童一人ひとりが「だれも」が「安心」して「豊か」 

に生活できる学校の実現を目指します。 

 



学校の防犯・防災について (保健安全部  Ｒ４年度) 

 

本校では、学校の安全性の確保に向け、日常における防犯・防災等に対する安全管理、指導に

ついて以下の取り組みを行っています。 

 

１．日常の対応について 

 本校では、不審者侵入時における職員の役割分担や対応のマニュアルを作成し、緊急の事態に

備えています。また、不審者の侵入時には、放送で特別な言葉を用いて職員、児童に知らせるこ

とにしています。 

 

安全見守り活動について 

 児童の登校する７時５５分から８時２５分の間、職員が当番を決め、正門付近や南門付近で、

安全見守り活動を行っています。児童には、８時から８時２０分までの間に登校し、８時２５分

からの始業に間に合うように、登校時間の指導を徹底しています。なお、早朝練習等を行う場合

は、必ず職員が立ち会い、実施しています。また、この他にも、地域の方々やＰＴＡのご協力の

もと児童の登下校時に安全見守り活動をしていただいております。 

 

来校者への対応について 

来校者受付は職員室となっています。来校者には職員室での受付後、名札をつり下げていただ

いております。また、全家庭に、パトロール中と書かれたＰＴＡ保護者カードを配布し、来校時

につけていただいております。職員間では、不審者発見のためにも、普段から来校者に対する「声

かけ」を行っています。 

 

 

２ 防犯関係設備、備品について 

 師岡小学校には正門、西門、南門の3つの門があります。正門と西門には、防犯カメラが設置

され、職員室でモニター管理をしています。なお、西門は荷物等の搬入口として使い、登下校で

は使用しません。また、就業時間内は正門の電子ロックをかけています。来校時にはインターフ

ォンでお知らせください。 

校舎内の設備につきましては、非常事態を迅速に知らせるために、各教室にインターフォンが

設置されており、職員室と通話することができます。また、それぞれの校舎にさすまた、竹刀を

置き、不審者の侵入に備えています。 

 

 

 

 

 

 

 



３.  避難訓練について 

 例年、火災や地震の発生を想定した避難訓練を年間７回程度行います。そのほかに、６月には

自然災害や事件、事故発生時における児童の引き取り下校を想定しての引き取り訓練 ９月には

不審者の侵入を想定した、不審者対応避難訓練 ８月には大規模地震発生を想定しての防災総合

避難訓練が行われます。これらの訓練を通して児童が避難の仕方を正しく覚え、自然災害や事件、

事故が起こった場合に、落ち着いて迅速に行動できるように指導をおこなっています。 

【今年度の実施計画】 

・地震・・・４月、６月、１月     ・不審者対応 ・・・９月  

・火災・・・５月、１１月、１２月、２月 ・防災総合訓練・・・８月 

 

４ 各種安全教室にいついて   

児童の防犯、防災意識を高め、対処方法を実践、定着できるよう、他機関の協力を得て、定期

的に安全教育を行っていきます。１年生、２年生は、神奈川県暮らし安全指導員さんによる防犯

教室を行い、誘拐に遭わないための約束や安全な登下校のしかたについて学ぶ予定です。1年生、

3年生は今年度も交通安全に関するDVDでの視聴により、安全な歩き方などについて学習を行いま

した。 

 

【各学年で実施】 

○１・３年生 交通安全教室(区役所 港北警察)：DVD視聴 

５月 実施済み 

 

○２年生 防犯教室（神奈川県安全防災局 安全安心まちづくり推進課 くらし安全指導員さ

ん） 

 ６月 実施予定 

 

 

５ 災害時基本対応について 

 「災害発生時における児童の保護についての基本対応」というお知らせを４月に全家庭に配布

しています。暴風や大規模地震といった災害が発生した際の児童の登下校の仕方や、臨時休校等

の措置については、このお知らせをご覧になり、確認してください。また、今年度もメール配信

システムを実施いたします。災害発生時以外にも、学校連絡等もメールでお知らせを行っていき

ます。 

 

 防犯対策上、取り組みのすべてをお伝えできませんが、職員一同でお子さんの安全の確保に努

めてまいりたいと思います。ご家庭でも防災、防犯について話題にしていただき、登校時間の徹

底や見守り活動等についてご理解とご協力をいただけるよう、よろしくお願いいたします。 



保健室より 

１． 保健室はどんな場所？ 

○保健室は教室とは違った機能と雰囲気を持っていて、担任とは違った立場で全校の子どもたち

と関わっています。 

・けがや病気の手当てをします。（予防についての指導なども） 

・からだや心に関する相談を受けます。（健康相談・悩み相談など） 

・健康に関しての情報の発信場所です。（保健だよりなどの配布） 

２． 学校保健重点目標の取り組みについて 

「師岡小 元気アップ大作戦！！」 

～目を大切にしよう！わたしたちにできることを考えよう～ 

本校では６月から２月まで毎月第２週目にすこやか週間を設定し、1 年間を通して健康について

クラスで目標を作成し取り組んでいます。 

 過去２年間は新型コロナウイルス感染症が流行し、その感染予防について取り組みました。 

しかしコロナ渦によって、外出自粛でメディアの使用時間が増えたり、休校時にも対応できるよ

う学校生活においても ICTの活用が促進したりして児童の目に及ぼす影響は大きいと感じます。 

実際に文科省が発表した学校保健統計調査の結果によると、子どもの裸眼視力 1.0未満の割合は

過去最多を更新し、本校でも裸眼視力 1.0未満の割合が増加しています。 

そこで今年度は目の健康を軸におき、デジタル端末との良い付き合い方や端末使用による生活習

慣の乱れが及ぼす影響、近視の抑制になると言われている日中の外遊びの推進・よい姿勢の保持な

どに取り組んでいきます。その際、学校生活や家庭において自分でできることから実践していける

よう取り組んでいきます。 

３．保健室からのお願いとお知らせ 

☆ご家庭で朝の健康観察をお願いします。 
・毎朝、検温と健康観察をしてください。「健康観察票」（緑色）に記入し、お子さんに持たせ 

 てください。朝の忙しい時間帯ですが、お子さんの健康チェックをお願いします。 

  ・感染症予防のため、学校で休養をしながら長時間の経過観察はできません。発熱や体調不良

時は早めにお迎えをお願いします。 

☆生活リズムはどうですか？ ～生活リズムを整える３つのポイント～ 
・就寝・起床時間は決まっていますか？発育期の睡眠時間は特に大切です。早寝早起きを心が   

け十分な睡眠時間を確保してください。   

・朝ごはんは必ず食べましょう。一日の元気と健康の源です。 

・体を動かす遊びやお手伝いが大切です。出来るだけ体を動かすことをお勧めします。 

☆健康診断を通して自分の体に関心を持ってください。 

・学校の健康診断は、自分の体を知る絶好のチャンスです。「受診のおすすめ」の用紙を持ち帰

った際は、お早めに医療機関へ受診することをお勧めしますが、通院日が決まっている方や

コロナ渦のため医療機関受診が不安な方は、受診の時期を保護者の方にお任せいたします。 

☆ゆっくり話を聞いて、心をほぐしてあげてください。 
・入学や進級で緊張が続いています。ご家庭でもお子さんの心をほぐしてあげてください。 

☆日本スポーツ振興センター災害給付共済制度について 
  ・原則として任意加入ですが、横浜市では従来から各学校において在籍している全員が加入し 

て、毎年多くの方々が医療費などの給付を受けています。 
・学校管理下のけがで医療機関を受診した際に災害給付金が支給されるものです。窓口での 

支払いが３割負担で１５００円以上（薬剤を含めて）が対象となります。申請用紙は保健室

にありますのでお知らせください。  


