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３０年度

中期学校経営方針

～自分を見つめ

学びの中での成長を実感し

ともに高めあっていく子～



～自分を見つめ
学びの中での成長を実感し
ともに高めあっていく子～

恩田小の目指す子どもの姿

知
学び続ける
考えを深める

徳
礼儀

思いやり

体
心体を鍛える

公
規範意識

開

コミュニケー
ション

学校教育目標



知：自ら学び続け 様々なつながりの中で 自分の考えを深める子
・「自分の考えを深める子ども」に向けて、子どもたちの身近な出来事から課
題をみつけ、主体的に考えることができる子どもを育てます。

徳：礼儀を大切にし 思いやりのある 平和を願う子
・豊かな心の育成を目指し、礼儀を大切にした気持ちのよい「あいさつ」がで
きる子どもを育てます。

体：自分の心と体の成長に関心をもち体力の向上に努め生命を大切にする子
・自らの体力づくりに取り組み、心身共にたくましい子どもを育てます。

公：地域の人やものに感謝の気持ちをもって接し、持続可能な社会に目を向け
積極的に行動する子

・学んだことを実生活に生かし、自分ができることを積極的に取り組むことがで
きる子どもを育てます。

開：様々な人とのコミュニケーションを通して 社会への視野を広げる子
・多様性を尊重し、持続可能な社会の実現に向けて人と協働できる子どもを育
てます。



重点的取組目標

地域連携

いじめへ
の対応

特別支援
教育

児童生徒
指導

確かな

学力

豊かな心

健やかな体



確かな学力・健やかな体



確かな学力

• 成果

①ＥＳＤの視点を取り入れた

学ぶことの楽しさを感じる

ことのできる授業づくり

②児童の思いや願いを大切

にした学習活動の展開

③身近な人との関わりを大

切にした学習活動の展開

• 課題

①基礎・基本の徹底と児童

一人ひとりの思いを大切に

した学習展開の両立

②新学習指導要領を基盤に

した指導の充実



健やかな体

• 成果

①けがの減少

②学び合う姿勢

• 課題

①運動の持続性



豊かな心・特別支援教育
児童生徒指導・いじめへの対応



豊かな心

• 今年度の重点課題

①「道徳の時間」の充実

②「体験活動」の充実

「誰もが」 「安心して」 「豊かに」

• 課題

共感的人間関係の育成

• 成果

友達のよさに目を向ける取り組み・

異学年交流の充実



特別支援教育

• 今年度の重点課題

①児童理解シートを活用し
た、学習支援の充実

②安心して学習できる環境

づくり

③学校全体での関わり

• 成果

①課題分析からの目標設定

②より効果的な環境調整

③組織的な対応・支援

• 課題

支援に関わる人員・時間の確保



児童生徒指導

・今年度の重点課題

安心・安全な環境づくり

①児童への確かな見取りと

迅速な支援

②児童の規範意識の醸成

• 成果

・多面的なアセスメントの実施

・課題分析による目標設定

・組織的な対応・支援

• 課題

発達段階に合わせた効果的な指導



いじめへの対応

・今年度の重点課題

①継続的な情報収集と共有

②いじめに対する毅然とし

た対応

• 成果

・いじめの早期発見・対応への意識

の高まり

・組織的な対応の強化

• 課題

未然防止のための効果的な指導



各学年の目標及び取り組み



個別支援学級

【校外】

①奈良中学校区個別支援学級ブロック交流会

②青葉区個別支援学級合同遠足

③横浜市小学校個別支援学級合同学習発表会

【校内】

①総合的な学習の時間での取り組み

～なかよくおもいで会～の開催



活動の様子（個別支援学級）



活動の様子（個別支援学級）



めざせ！
おんだしょうのぴかいち

あいさつ・おへんじ
元気とやる気
やさしいこころ…

ぴかっとひかる・・・・

１年



パートナーシップから学ぶ

• 他学年交流

• 幼保小交流

• 技術員さん、学校司書の先生、学校ボランテ
ィアの先生など、色々な先生方との関わり

• 保護者、地域の方々



もうすぐ２ねんせい

• １ねんかんでできるようになったことを

• ふりかえろう！つたえよう！おしえてあげよ
う！



２年

2年学年目標

『やってみよう！』
・あいさつしよう げんきよく
・なかよくしよう だれとでも
・チャレンジしよう あたらしいこと

学年キャラクター がんばるくん



身近な人との関わりを意識した学習活動

• 1年生・・・学校探検・遠足

• 5年生・・・新体力テスト・学習交流

• ３・４年生・・・生活科インタビュー（野菜）

• ６年生・・・清掃活動のお手伝い

他学年

•まちたんけんでのインタビュー

•野菜はかせに聞いてみよう地域

•栄養士の先生に冬野菜のことを聞く

•司書の先生の読み聞かせ

学校の

先生



３年
学年目標

「チャレンジ きょう力 のびゆくわかば」

・新しいことに対して、物おじせずにチャレンジする。

・興味、関心を持続させ、物事に意欲的に取り組む。

・自分のことは、自分でできるようにする。

・自分の気持ちを伝える。

・相手の気持ちを考える。

・自分と違う考えに気づく、認める。

・自分たちで解決できることは、解決する力をつける。



地域・人とのかかわりを大切にした学び
～恩田のまちのよさを感じ、愛着をもつ～



４年 学年目標

「クローバー」

• えがお

• チャレンジ

• ねばり強さ

• 自分らしさ



総合的な学習の時間
「ハッピータウン計画」

～シノン青葉台のみなさんを笑顔にしよう～



５年 学年目標

ARI(あり)５(が)TOU(とう)

あいさつをしっかりしよう(徳)
礼儀を大切にする子を育てます。

お互いをりかいしよう(知・公)
様々なつながりの中に自分達の存在があることを意識し、自他共に感謝

の気持ちをもって、考えを深める子を育てます。

ガッツで取り組もう(体・知)
体力の向上に努め、考えを深め、何事にも精いっぱい取り組む子を育てます。

まとめていこう（開）
様々な人とのコミュニケーションを通して、学校全体への視野を広げる子を育てます。

うれしくなる毎日にしよう(徳)
思いやりのある、平和を願う子を育てます。



児童の関心に合わせた総合的な学習の時間

幸せな環境をつくろう

学校ビオトープの再生に挑戦しています

ＥＳＤの視点

横浜の教育ビ
ジョン２０３０ ＳＤＧｓ

から



６年

学校のため
みんなのため
自分自身のため



学校代表として・・・
• 歴史博物館

• 日光修学旅行

• 横浜市体育大会

• 横浜市球技大会

• 心の劇場「魔法をすてたマジョリン」

• 鎌倉見学

• 東京見学（予定）
学校代表として、たくさん校外に出かけることが多くあり
ました。その中で、恩田小学校の顔として出かけている意
識が少しずつ実感できていました。



保護者アンケートの結果



学校評価・保護者アンケート回答より

「お子様の健やかな成長のために、大切にしていることは何ですか。」

社会性思いやり会話自主性

体験
基礎学力
感受性

ほめる
自己肯定感
個性伸長
視野の広さ

感謝 礼儀
約束 正直
あいさつ
生命尊重

睡眠 食事
運動

生活習慣



平成３１年度計画

学校目標・目指す子どもの姿等



平成３１年度年間計画

行事・時程等



平成３１年度年間予定概要（案）H.３１．２．１２
１ 前期授業日 ４月５日（金）～ １０月１２日（土）

授業日数１０３日（＋２）
・始業式・着任式・入学式 ４月 ５日（金）
・全国学力学習状況調査 ４月１８日（木）

・家庭訪問期間 ５月 ７日（火）～１７日（金）

・6年日光修学旅行 ５月１９日（日）～２０日（月）
・開港記念日 ６月 ２日（日）
・スクールオープンデー ６月１５日（土）

振替休日 ６月１７日（月）
・５年御殿場宿泊体験学習 ６月２８日（金）～２９日（土）

・個人面談 ７月夏季休業中 希望者対象

・夏季休業 ７月２０日（土）～８月２５日（日）
・４年愛川宿泊体験学習 ９月 ６日（金）～７日（土）
・前期終業式 １０月１１日（金）
・運動会 １０月１２日（土）

振替休日 １０月１５日（火）



２ 後期授業日 １０月１６日（水）～３月２５日（水）
授業日数 １０４日（－３）

・後期始業式 １０月１６日（水）
・市体育大会 １１月 ７日（木）

予備日 １１月２０日（水）
・スクールオープンデー １１月 ９日（土）

振替休日 １１月１１日（月）
・開校記念日 １１月１２日（火）
・個人面談 １２月初旬～中旬 全保護者対象
・冬季休業 １２月２６日（木）～１月５日（日）
・横浜市学力学習状況調査 ２月 ６日（木）～７日（金）
・卒業式 ３月１９日（木）
・修了式 ３月２５日（水）
・学年末休業 ３月２６日（木）～３１日（火）

◆年間給食実施回数 １８９回
（除外日 運動会）

6年生は
１０１日



平成３１年度日時数（校時）※１モジュール（M）１５分

月 火 水 木 金

朝１M 朝学習 （朝会・集会） （朝読書） 朝学習 朝学習

１年 前期４後期５ 5 5 5 4

２年 5 5 5 5 5

３年 5 6 5 5 ６／５

４年 6 6 5 5 ６／５／ク

５年 6 6 5 6 ６／委／ク

６年 6 6 5 6 ６／委／ク

・金曜日は原則３年生以上は６校時ですが、委員会日は３，４年生は５校時、クラブ日は３年生は５校時になります。

・来年度から、水曜日は清掃なしとし、下校時刻が今年度より１５分程度早くなり予定です。



質疑応答



副校長あいさつ


