平成３０年度

翼小学校の取組

【学校の所在地等】
愛知県高浜市立翼小学校
〒444-1305 愛知県高浜市神明町５－１－１
ＴＥＬ.(0566)54-2831
FAX.(0566)54-2832
Eﾒｰﾙ：tubasho3@city.takahama.aichi.jp
児童数：７３４名(４月６日現在)
校 長：亀島 真治(かめしま しんじ)
【学校の沿革－翼小学校は、開校１７年目の学校です－】
平成１４年 ４月１日
高浜市５番目の小学校として開校。学校名は公募により決定｡
平成１６年１０月
高浜市教育委員会委嘱「実践報告会」実施。
平成１７年１１月
小学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝｸｰﾙ全国選考「テーマ賞」受賞。
平成２３年１１月
小学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝｸｰﾙ「都道府県優秀校」受賞。
平成２４年 １月
創立１０周年記念行事実施。
１１月
高浜市教育委員会委嘱「実践報告会」実施。
１１月
小学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝｸｰﾙ「全国ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ200」受賞。
平成２５年 ８月
日本グローバル教育学会(於･鳴門教育大学)で実践発表。
平成２６年１２月 ８日 土曜クラブ 文部科学大臣表彰受賞。
平成２７年 １月１１日 ぼうさい甲子園小学生の部優秀賞受賞。（全国表彰）
平成２８年 ４月
愛知県人権教育研究委託。（２年間）
平成２９年１１月１７日 翼小ＰＴＡ 文部科学大臣表彰受賞。
【児童数と教職員名簿－７３４名の子どもを、家庭と協力して育てていきます－】
※１～５年は４学級 ６年は３学級です。
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【学校づくり構想－翼小学校は、こんな学校を目指します－】
１ 本校の教育目標
心豊かで進んで行動できる子どもを育てる
○

明るく

○

たくましく

○

よく学ぶ

２ 経営方針
本校の校歌に示されている「未来に羽ばたく翼を自分で育てる」を、目指す子ども像と
位置づけ、職員の共通理解のもと、あらゆる教育活動の中で、子どもの主体性を育み、そ
の実現に向けて教育実践に取り組む。
３ 本年度の重点目標
（１）共感的な意識を高め「明るく」活動できる子を育てる
・「あいさつ」「へんじ」「思いやり」「みんなをおうえん」を合い言葉に、日常の学
校生活の中で意図的、継続的に取り組み、奨励することで活気のある環境づくりを推
進する。
・自己肯定感を高める活動を充実させ、仲間とかかわり合い他者理解を深めながら、社
会性を身につけていける取組をする。
・道徳の授業改善を図り、思いやりの心や公共心を育て、日々の生活の中に生かされる
ように指導する。
（２）心も体も「たくましく」生活していける子どもを育てる
・外遊びを奨励し、健康な体づくりを推進するとともに、様々なペア活動を工夫し実践
することで異学年交流を充実させる。
・行事や児童会活動など、活動の目的を明確にし、子どもが達成感をもち自信をつけて
いけるよう工夫する。
・家庭との連携を図り、早寝・早起き・朝ごはんの意識を高めたり、家庭でのお手伝い
推奨を行ったりすることで、健全な学校生活へとつなげる。
（３）わかる授業で「よく学ぶ」子どもを育てる
・各学年ごとの「目指す子ども像」と「育てたい学習の力や心の力」を定め、授業や学
校生活で、その姿の具現化ができるよう、実践を行う。
・職員の共通理解のもと、学習習慣や学習規律の指導を徹底し、その上で子どもの意欲
を引き出す授業の工夫をする。
・地域の方々の力を借り、学習や体験活動を経験させることで、子どもの自信や向上心
を高める。

（４）教職員の多忙化解消をはかり、円滑な学校運営を行う
・会議や活動の終了時刻を定め、時間管理を徹底する。
・学年内、学年間の情報交換を密にし、先を見通した行事運営を行う。
・連絡・報告・相談・回覧の機能を充実させることで、会議の精選、統合を図る。
４ 重点目標の具現化に向けて
（１）「あいさつ・へんじ・思いやり・みんなをおうえん」の「見える化」
学校生活、社会生活をしていく上で、自己肯定感を高くもつことは、まず大切なこと
である。最優先すべきことは、学校の良い雰囲気づくりと子どもが安心できる居場所づ
くりであると考えた。
「あいさつ・へんじ・思いやり」のスローガンを掲げて継続して呼びかけ、４年目と
なる。具体的には全校朝会でスローガンを意識した内容を常に話題とし、取り組み続け
その結果、子ども達のなかに「あいさつ・へんじ・思いやり」を生活や、行動の指針と
する態度が見られるようになってきた。
今年度「あいさつ」「へんじ」「思いやり」に「みんなをおうえん」を合い言葉に加
えた。この「みんなをおうえん」は社会問題にもなっている「いじめ」の対極にあるも
のである。「明るいあいさつができる」「自信をもって返事ができる」「相手の気持ち
になって思いやれる」そして「がんばっている子を進んで応援できたり、良いことには
お互いに喜び合ったりできる」姿がふだんの学校生活のなかでたくさん見られるように
子どもたちの気持ちや行動を高めていく。
（２）翼小学校文化の創造
長い休み時間の終わる５分ぐらい前になると誰かに言われなくても、自然に運動場か
ら教室へ戻ることを子ども達は身に付けている。子どもが時間を意識して行動できる姿
に、職員も刺激を受けている。この子どもたちの「チャイム前行動」は、「おじぎであ
いさつ」「ペア掃除」「ペア学年交流」と同様、翼小学校の文化となっている。
（３）校内研修・授業研究の充実
子ども理解から常にスタートする姿勢で臨む。職員の共通理解のもと、学習習慣や学
習規律の指導を徹底し、その上で子どもの意欲を引き出す授業の工夫をする。
翼小学校では、各学年部会が一つの授業を各担任で代わる代わる授業を行い、その都
度協議会をもち指導案を修正しながら、最後の者が学年授業者としての公開授業を行う
ようにしている。今年度も追試をしながら、より良い授業展開や発問を考え、協議して
いく時間を大切にして、学年全体の教師の力量アップを図っていく。
外部講師には、道徳では西三河教育事務所の門脇博志指導主事、教科指導では音楽指
導で著名な岐阜市立加納西小学校長中村美雪先生、国語指導で造詣の深い刈谷市立かり
がね小学校長澤田佳予子先生、特別支援教育専門家の井上四雄先生お招きし、実践的な
研修を企画していく。

【日課表と年間行事計画】
日課表
・朝ご飯をきちんと食べて、「おはようございます」を
元気な声でたくさん言って、学校まで来ると、気持ち 朝の会・はばたきＴ ８：２５～ ８：５０
８：５０～ ９：３５
第１時
のよいスタートが切れます。
９：４５～１０：３０
第２時
・気持ちよく生活するために、学校に来たら、帰るまで
１０：５０～１１：３５
第３時
に「よいこと見つけ」の実践を進めています。
１１：４５～１２：３０
第４時
・授業では、①背筋を伸ばし、話す人の目を見て、聞き
１２：３０～１３：２０
給
食
ます。②自分の頭で、考えます。③下敷きを入れて、
１３：２０～１３：４０
清 掃
ていねいに書きます。
１３：５５～１４：４０
第５時
・放課は、周りの人のことを考えて、過ごします。
１４：５０～１５：３５
第６時
・食べる前に調節して、配食された分量の給食は、でき
ｸﾗﾌﾞ委員会 １５：００～１５：４５
れば全部食べたいです。
＜平成３０年度・主な学校等の行事＞
１０月 ３日 水 修学旅行説明会（６年）
４月 ６日 金 入学式・始業式
４日 木 校外学習（１～５年）
２６日 木 春の遠足(１～４，６年)
９日 火 後期始業・コスモス集会
２８日 土 授業参観、ＰＴＡ総会
２１日 日 防災防犯運動会
５月 １日 火 遠足予備日、ペア会食
25、26日
２日 水 授業参観代休日
修学旅行
8,９,10,11日
１１月１０日 土 市内音楽会
家庭訪問
２３日 金 学芸会（代休11/26）
２０日 日 どろんこ祭り
１２月 ９日 日 グランドゴルフ・餅つき
２４日 木 小学校陸上大会（６年）
17,18,19日
６月 １日 金 ５年田植え
個別懇談会
２１日 金 さざんか集会
１２日 火 緑の学校説明会
１月
７日 月 全校朝会
25～29日
がんばりテスト週間
１月 ８日 火 書き初め会
７月 １日 木 とうもろこし狩り
１５日 火 かけ足週間
11～13日
個別懇談会
17,18,19日
１９日 木 あさがお集会
書き初め展
１９日 土 授業参観（代休1/21）
20,21日
５年緑の学校
１月２４日 木 かけ足大会
８月 ５日 日 翼夏祭り
２月 ５日 火 入学説明会
10～16日
学校閉校日
18～22日
２０日 月 全校出校日
がんばりテスト週間
３月 ７日 月 ６年生を送る会
９月1,2日
親子ふれあい体験
２０日 水 卒業式
３日 日 全校朝会
２２日 金 修了式
２２日 土 運動会（代休9/25）

【翼小自慢のＰＴＡ活動等】
・ブックグループ … 図書の整理と修理、図書室の飾り付けをします。
・ガーデニンググループ … メイン花壇をつくり、児童委員会といっしょに活動します。
・ペングループ … 広報誌「翼」を発行しています。楽しみにしていてください。
・よろずグループ … 翼夏祭りへの出店、子どもが楽しめる企画等を進めます。
・土曜クラブ … 剣道、バドミントン、家庭科クラブ、国際理解教室、習字が通年で行わ
れています。
・飛翔(つばさ)の会 … ＰＴＡ会員の希望者で組織しています。「どろんこまつり」
「とうもろこし狩り」「餅つき会」等を行います。大勢の目で子どもを育てていきます。
・読み聞かせグループ「スマイル」 … はばたきタイム(8時40分～50分)に活動していま
す。

