
新しい１年のスタートにあたって
～マスクの下は笑顔で 相川らしい前に進む教育のために～

令和３年４月 甲府市立相川小学校

令和３年度が始まりました。本校の伝統の確かさと、変化に対応する柔軟な姿勢を大

切に、子供の立場にたった「相川らしい前に進む教育」を進めてまいります。

１年間のスタートにあたって，本校の方針や具体的な対応について、保護者の皆様の

ご理解をいたただき、学校と家庭の連携、パートナーシップを大切にしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

１ 学校教育を取り巻く今日的課題について

〇評価されている日本型学校教育

日本型学校教育は，欧米と異なり「教科指導」だけでなく「教科外指導」「生徒指導

（生活指導）」を行い、子供たち１人１人を総合的に把握しながら指導するという特徴

があり、教科の学力だけでなく、幼いうちから身につけるべき資質や人格、能力を育む

場として学校が発展してきた姿です。例えば「給食」や「清掃」などは、その活動を通

して児童の育成を図っています。

このように日本型教育は、実は国際的に評価が高く、海外でも参考にされ、最近では

エジプトでも日本型教育の導入が始まりました。しかし、一方で、日本の学校教育現場

では、取り組まなければならない課題は少なくありません。

〇子供を取り巻く課題

例えば、不登校、ひきこもりの課題です。その原因は、複雑化・多様化しており、学

校と家庭との連携は必須です。また、いじめの問題は、その多くは「友だち関係アンケ

ート」（本校では学期１回実施）で確認されることが多く、教師が普段の学校生活で注

意深く、留意しておくことは欠かせません。学校での指導と併せて、家庭の指導も不可

欠です。

家庭の貧困、児童虐待は、学校だけの力では解決ができません。学校以外の関係機関

とチームを作って、チームサポートを必要とします。児童虐待については、学校は把握

した時点で児童相談所へ通告することが義務づけられています。

スマホ・ゲーム依存、ＳＮＳでのトラブルは、情報モラル教育として本校でも繰り返

し指導を行っていますが、家庭内でのことなので未然防止、また改善や解決は家庭の指

導が不可欠です。地域によっては、過疎化の進行による児童数の減少、地域の繋がり、

保護者同士の繋がりの希薄化なども指摘されています。また、コロナ感染症が子供たち

に及ぼす影響は大きく、一例として子供たちの外遊びをはじめとする生活上の制限など

が心身の発達に影響を及ぼしていると考えられます。

このように子供を取り巻く課題は、複雑化・多様化しています。

〇教職員を取り巻く課題

日本型学校教育はこのように優れた点が多い反面、それは現場の教職員の「過度の負

担」の上に成り立っているという現実があります。例えば、中学校などでは始業前や放

課後、休日の部活動指導、小学校でも生徒指導対応などは、「朝から晩まで」「休日返上」

であたっています。また、学習指導要領で定める教科・領域は、平成元年度の「生活科」



に始まり、「総合的な学習の時間」、「特別の教科 道徳」、「外国語活動」及び「外国語

科」と増えています。

教員の「時間外勤務」は法律上、４つの場合（非常災害時・職員会議・泊を伴う行事

・児童の実習）を除いて、認められていません。夜遅くまで学校へ残る、休日出勤して

仕事をしなければならなくなった１つの理由として、「個人情報の持ち出し禁止」も大

きく影響しています。

これまで本校でも常態化している「長時間の在勤」、「休日の時間外勤務」は是正し、

「明日、元気で子供に向き合える教職員」として、本来の業務に勤務時間の中で力が発

揮できるようにしていきます。

〇課題解決に向けて

このような課題を改善し、子供たちと教職員が、明るく元気に、学校で勉強をしたり、

楽しく活動したりすることを目標にしていかなければなりません。

「学校が本来取り組むべきこと」に全教職員が集中して、全力であたられる学校づく

りを目指します。

２ 相川小学校が取り組むこと

学校教育目標「つよく かしこく うつくしく」に基づいたスクールプランは、

ＰＴＡ総会資料、学校ホームページに掲載されますのでご覧願います。

本年度の教職員の行動指針は、「ＳＳＣ」、スピード・スマイル・Ｃ（各教職員が

Ｃで始まる言葉を行動目標として設定）です。

本年度の児童への合言葉は、「やればできるは魔法の合言葉」（３年目）です。

（愛媛県の私立済美高校の校歌の一節より）

相川小学校は、課題解決のための取組を実行して、次のことについて教職員一丸とな

って取り組んでまいります。

〇子供たちの授業・活動を「わかる授業」「楽しい活動」にします。

授業がより良くなるための基盤は、「学級経営」です。今年度の教員研修は、「学級経

営力の向上」を中心に行います。おだやかで明るく開かれた学級では、子供たちも発言

がしやすかったり、間違っても認められたりします。みんなでまとまる時は協力し合っ

てより豊かな学習ができるようにします。

高学年を中心に教科担任制を推進し、専門的な指導体制で授業にあたらせます。

管理職は、教員の出張も精査し、授業と授業準備を最優先にさせます。また、放課後

の時間を大切にするために、長時間になりがちな電話対応を極力控え、工夫させます。

放課後業務の中心は、「明日の授業」の教材作り、教材研究とします。

管理職は、普段の各学級での授業を観察し、子供たちの学びの様子、教員の指導の仕

方、学級の風土・雰囲気を把握し、教員を指導・評価します。

〇子供たちにとって、「楽しい学校生活」を子供の立場で考え、実行します。

１つ目に、学習と生活にメリハリをつけた学校生活として、休み時間の充実と活用に

取り組みます。これまで毎日行っていた清掃活動（ＳＳ活動）を見直し、火曜日と木曜

日は清掃活動は行わず、その分の時間は「ロング昼休み」とし４０分間とします。

これにより、自由に外遊びをしたり、図書館で読書をしたり、教室で担任と話をした



りする「時間的ゆとり」が生まれます。また、勉強に困っている児童に声をかけて個別

指導をしたり、例えば友だち同士のトラブルの解決のために話し合いにも活用できたり

します。なお、清掃活動を行わない事から生じる環境美化については、翌朝（水曜日・

金曜日）は技能員が清掃作業を行います。

２つ目に、子供同士のトラブルの指導と対応です。これまで以上に「子供の立場」に

たって、円滑・円満な解決を目指して、迅速かつ丁寧に指導と対応を行います。早期の

解決に学校と家庭が協力しあうことで、子供に安心感を与えたいと思います。子供は，

失敗と解決を繰り返しながら成長します。また「やり直せる」ということを教えていき

たいと思います。なお、指導にあたっては、「子供の立場」を大切にしながら、「ダメな

ことはダメ」という毅然とした指導も行います。

３つ目に、教職員の子供たちへの指導・対応の仕方です。「体罰」は厳禁です。服務

規律の指導を計画的に徹底します。特に、「児童への言葉遣い」については、「言葉の体

罰」で児童に心理的ダメージを与えてはいけないことを全教職員に指導します。

教師と児童の関係が、適度な心的距離（お互いになれなれしくなってはならないこと）

をとりながら、児童が安心して教師に話ができて、信頼感が得られる言動を日頃から大

切にするよう教職員に指導します。

〇「子供の安心・安全」に取り組みます。

１つ目に、新型コロナ感染症からの感染防止対応に取り組みます。（詳細は別項）

２つ目に、地震・水害などから身を守ることです。学校では地震対応の避難訓練を今

年は、これまで以上に実践的に行いたいと思います。

３つ目は、交通事故防止です。小学生の重大な交通事故は、自宅から１００メートル

以内の範囲で午後４時以降に起こっているというデータがあります。交通事故は一瞬で

その命を奪ってしまいます。学校では、交通事故防止についての指導を計画的、また必

要なときは臨時的に行って事故回避の能力を身につけさせたいと考えています。

４つ目は、いじの防止と指導です。昨年度は「重大事案」に該当する事案はありませ

んでしたが、本校では「いじめゼロ」ではありません。いじめは「相手がいじめと感じ

たら、いじめである。」という定義に基づいて、人権教育を計画的・臨時的に行ってい

きます。

５つ目は、学校内での事故防止です。廊下を無意識に走ったり、階段を１つ飛ばして

下りたりする児童もときどき見られます。また、校庭以外の場所で遊んでいて指導をし

た事例もありました。校舎内外の環境についても定期的な安全点検を通して確認します。

３ 「新型コロナウイルス感染症」感染防止対応について

本年度も、新型コロナウイルス感染症の感染防止を図りながらの学校生活になります。
変異型ウイルスが確認され、全国的に感染が拡大している状況にあります。また、感

染収束の切り札と期待されているワクチン接種については、現状では小学生は接種の対
象となっていません。このような状況にありますが、これまで以上に校内での感染防止
対策を徹底し、児童の安心・安全を確保していきたいと思います。以下について、ご理
解とご協力をお願いします。
〇登校時には「健康チェックカード」（検温結果、健康観察結果、捺印）を使います。
登校時に教職員がチェックをします。カード忘れや記入の不備などがある場合は、
家庭に連絡をさせていただきます。

〇発熱状態や風邪症状がある時は、無理をせず休ませてください。
〇校内では、マスク着用、手洗い・手指消毒・換気・三密回避に気をつけさせます。



〇甲府市教育委員会が示す感染防止ガイドラインに基づいた授業や生活を行います。
〇学校下校後も感染防止のため、不要不急の外出は避けてください。
〇早退の場合は、家庭に連絡します。校舎南側の保健室へ迎えにきてください。
自動車での来校は可能です。校舎北側の武田神社第一駐車場の南東角へ駐車してき
てください。

〇ＰＣＲ検査を児童、ご家族が受けることになった場合は、検査を受ける前に必ず学
校へ連絡をお願いします。また、検査結果が判明した時点で必ず学校へ連絡をお願
いします。

〇児童が学校にいる時間帯に、児童または教職員に「陽性者」が確認された場合は、
緊急の「引き取り」になります。１日のうち、午前中・お昼・午後と安心メールに
ご注意願います。

〇児童または教職員に「陽性者」が確認された場合は、概ね１日～２日の「臨時休校」
になります。なお、臨時休校の期間中に保健所の指示により、関係する家庭へ連絡を
し、聞き取りや問い合わせを行う場合があります。

〇「陽性者」確認の場合に、冷静な対応を基本とし、事態の円滑な収束へご理解とご
協力をお願いします。

◇感染防止のため、学校行事や諸活動が延期や中止になる場合があります。また、活
動内容の工夫や制限を図る場合があります。

４ 学校からのお知らせ
○学校への連絡

・相川小学校の電話番号：２５２－２４０９

・休日や時間外の緊急電話の場合：０８０－３３８５－８７３０

・学校へのメール連絡は、aikawa.2409@gmail.comまでお願いします。なお、発信
者が特定できないメールは、対応いたしかねます。

・緊急の場合を除いて、授業中に担任へ電話をつなげません。伝言は可能です。

・本年度５月頃より教職員の業務改善のために市教委より留守番電話が導入されます。

午後６時から午後７時３０分の間は、留守番電話となります。

保護者から学校への連絡で多いのは、「下校後の帰宅先」についてです。

「今日は、どこへ帰宅するのか。」毎日、お子さんと確認をお願いします。

〇学校からの連絡

・必要に応じて、主に担任から保護者へ電話連絡、または連絡帳で連絡します。

・一斉に連絡を行う場合は、「安心メール」で連絡します。

・必要に応じて、家庭への各種調査や問い合わせ等は、紙ベースでは原則行いません。

担任の業務改善、児童と保護者の負担軽減のためにGoogleフォームを使用します。

メールに添付しますので、その際には回答に協力願います。

新型コロナウイルス感染症の関係で、緊急の「引き渡し」メールもあります。

大変ですが、１日の中で午前中・お昼・午後にメールをご確認願います。

〇児童の交通事故・不審者のこと

・児童が，交通事故や不審者による被害を受けた場合には，躊躇することなく，直接警

察へ連絡をしてください。学校を通して警察に連絡がいくと，不審者対応では警察の

初動が遅れ，捜査に影響を及ぼすそうです。警察への連絡がすんだ後で，学校に必ず

連絡をしてください。



コロナ禍の中、不要不急の外出は避けさせてください。自転車に乗るときは、

ヘルメットを着用させてください。午後４時以降の自宅１００ｍ以内の事故に

注意させてください。外出時に防犯ブザーがあると良いと思います。

○持ち物を整えましょう

・「学習する相川の子」では、子供たちが集中して学習に取り組めるように学習用具な

どについて、本校の考え方を具体的に示しています。

・学習用具については、商業的なデザインに惑わされずに、シンプルで実用的な商品を

お選び願います。特に、可能であれば筆箱については、入学時に購入したような「箱

形筆箱」を推奨します。理由は、机の中の道具箱に入らない筆箱を購入してしまい、

困っている児童が見られます。

・ランドセルにはキーホルダーはつけさせないでください。お守りは、チャック（ポケ

ット）に入れてください。

・上ばきについては、白色を基調としてください。ひもぐつの場合は、児童が自分で管

理できる場合にとしてください。

学習に臨む基本中の基本として、「鉛筆を削っておくこと」「消しゴムを整えておく

こと」が大切です。

○健康な生活のために

・平成３１度から全学年で担任作成の皆勤賞は発行しません。皆勤賞のために，具合が

悪くても無理をして登校するケースが以前にありました。感染症防止の観点からも，

休ませてください。

・服薬が必要な場合があると思いますが，教職員は児童から薬は預かりません。

・登校後，早退する必要がある場合には，養護教諭が保護者に連絡します。

保健室への迎えの際も原則、校舎北側の「武田神社第一駐車場内」へ駐車して

来校してください。学校敷地内への自動車の乗り入れは、事故防止のためご遠慮

ください。（平成３１年度：スイミングのバスが乗り入れようとして入口で脱輪

事故、令和２年度：社会体育来校者の自動車が給食室へ衝突し壁破損）

保健室への迎えでは、校舎南側の保健室前のインターホンを押してください。

○学校を欠席する時・した場合は

・学校を欠席する時は，欠席届を必ず登校班の班長さんに渡してください。欠席するこ

とを知らずに登校班がいつまでも待っていることがないようにするためです。

・昨年度から不審者や交通事故から児童を守るために，お便りや宿題を欠席した児童へ

届けることは行いません。必要に応じて担任からご家庭に連絡します。

○安心・安全な生活のために

・防犯ブザーをつけて登校させてください。名札は登校後、学校で着用します。

・学校では、集団登校を編成し、計画的に安全指導をしています。地域のボランティア

の皆様も、決められた時間、見守り指導をしてくださっています。この時間帯に、き

ちんと下校することが大切です。



・登下校は、保護者による自動車での送迎では原則、遠慮してください。本校の校舎北

側駐車場は、せまいため接触事故が発生しています。また、駐車場で降車した児童が

歩いているので危険です。

・登校時間帯以外に通院なとで遅刻し自動車で送迎する場合も、 校舎北側の「武田神

社第一駐車場内」へ駐車して来校してください。

・日本スポーツ振興センターの省令に基づき、甲府市学校管理規則で「学校管理下」が

規定されています。「学校管理下」とは、児童が自宅を出て登校し、学校を出て自宅

へ帰るまでとなっています。

・防犯カメラを複数台、校舎内の適切な場所に設置して、校内への不審者の侵入防止、

不審者への事前対応を強化します。

自動車で送迎する場合は 北側の「武田神社第一駐車場内」へ駐車してください。

○明るく楽しい学校生活のために

・居心地の良い学級やまとまりのある学級づくりのために、本年度も全児童を対象に

「Q-U調査」を２回行います。この調査は、児童の学級内での所属感他を調べるもの

です。検査結果を教員が活用して、児童の指導や学級経営に役立てていきます。

・本年度もスクールカウンセラーが配置（年間８０時間）されました。児童や保護者の

相談に応じられるようにしていきます。後日、お知らせを配付します。

・学校評価の「保護者アンケート」を受けて、本年度より年間行事予定に「教育相談日」

を設定しました。活用の仕方については、後日、お知らせを配付します。

・本年度もいじめ防止や状況確認を目的に「友達関係アンケート」を年間３回行います。

調査結果を受けて指導していきます。また、日常的にも児童へいじめ防止の指導、教

職員による観察、ケース会議などを行い、防止と改善に努めていきます。

学校生活の中で、子供同士のトラブルはあります。時間帯や指導状況により、確認

が十分でない場合でも迅速にご家庭に連絡します。

子供同士のトラブルの際には、我が子は勿論、関係するお子さんに対しても同じ

仲間として、今後も学校生活を歩みますのでご理解をお願いします。

〇お知らせします ～ご理解をお願いします～

既に２月の学級懇談会でご説明した内容を含めてお知らせします。

・安心メールにGoogleフォームを活用することがありますので、本校では児童一人一人

に「学籍番号」を振り分けています。確定しましたら、お知らせします。

・学校からの配付物は「家庭数配付」または「児童数配付」です。児童の負担を減らす

ために、ホームページで広報、周知する場合もあります。

・登校班の相談やトラブル解決は、担任までお知らせください。該当登校班担当教員が

指導と対応をし、ご家庭へもご連絡します。

・赤白帽子、体育着を忘れた場合は、身体に身につける物なので貸出はしません。見学

して学習を観察します。

・授業参観や懇談会時に、学校が校舎内で監督者をつけて児童を預かることはいたしま



せん。

・家庭科などでの実習授業で、保護者ボランティアを募集させていただく場合がありま

す。

・本年度も学校ホームページで、子供たちの学校生活や活動をブログでお伝えします。

マスク着用の状況ですが、ホームページブログへの写真掲載を遠慮する場合は、担任

までご連絡ください。

・本年度も教員ＯＢによる教育支援ボランティアを主に特別支援学級関係で活用しま

す。

・懇談会などの行事で保護者が来校する際は「保護者ＩＤカード」を着用してください。

・習字の後片付け方、絵の具の後片付け方は全校で統一しています。

・自主学習については、本年度より例えばピアノの練習なども含めて扱います。細かな

お問合せや相談がありましたら、担任までお願いします。

・４年生以上の学年では、体育などでの着替えは男女別所で行います。

・コロナ感染症の感染防止のため、給食の下膳運び、牛乳パック洗浄・開封、給食後の

歯磨きは行いません。

・本年度の合唱部については、後日、説明会（児童・保護者参加）を行います。

・林間学校については、現時点では６月実施予定です。保護者説明会は、５月１４日（金）

１５時５０分～１６時５０分に体育館で行います。

・連合音楽会については、主催者側で方法など検討しています。

・児童に負担となっている長期間にわたる「特別日課」を使っての行事の取組は見直し

ます。

・プールの実施については、市教委からの連絡はまだ入っていません。

・プール実施の場合、「腰洗い槽」の使用は令和２年度より廃止となっています。

・夏休み中の作品募集については、地域からの要請された募集のみとします。なお、夏

休みの課題としてこれまで同様に「自由研究」「読書感想文」は、選択制で行います。

・夏季休業中のプール開設、図書館開放は交通事故防止、熱中症防止から行いません。

・ＧＩＧＡスクール構想による児童一人一台端末については、chromebookが導入されま

した。４月から９月までは教員の研修期間となり、１０月頃から児童が使用する予定

です。

・熱中症が心配される期間に、最も室温が高い３階の各教室にスポットクーラーが設置

されることになりました。

・ＷＥＢシステムを利用した写真注文を業者と導入に向けて検討しています。

・児童用デジタル教科書（５・６年算数）を使用した実証研究校に指定されました。

教頭 篠原 利明

教務主任 乙黒 誉雅

生徒指導主任 小澤 彩子

町別児童会 稲田 勝子

養護教諭 高鳥 隆子

電話 ２５２－２４０９



令和３年度 相川小学校主な年間行事予定

令和３年４月現在

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、時期の変更または中止になる場合があ

ります。また、内容を変更する場合もあります。予めご承知おき願います。

４月 ６日（火） 入学式

７日（水） 新任式・対面式・１学期始業式

８日（木） 給食開始

９日（金） 新旧執行部会・専門部会・第1回学校委員会

１４日（水） 授業参観・学級懇談会・学年総会（２・４・６年・支援学級）

１６日（金） 授業参観・学級懇談会・学年総会（１・３・５年）

１９日（月） ＰＴＡ専門部会・ＰＴＡ新旧学校委員会

２０日（火） 家庭訪問

２１日（水） 家庭訪問

２２日（木） 家庭訪問

２３日（金） 学校創立記念日（１３９周年）

２６日（月） 家庭訪問

２７日（火） 家庭訪問

３０日（金） ＰＴＡ総会 （学校委員会で書面決議に決定）

５月１２日（水） ６年修学旅行（～１４日）秋の実施へ変更

１７日（月） 教育相談日①

１８日（火） 春の校外学習（１・２年）

２０日（木） 春の校外学習（３・４年）

２５日（火） プール開き

２７日（木） ６年全国学力・学習状況調査

３１日（月） 小中合同引き渡し訓練

６月 １日（火） ５年林間学校（～２日）

９日（水） ４年連合音楽会

１４日（月） 教育相談日②

２４日（木） 学校保健委員会・ＰＴＡ学校委員会

２８日（月） 個別懇談会

２９日（火） 個別懇談会

３０日（水） 個別懇談会

７月 １日（木） 個別懇談会

２０日（火） １学期終業式

２１日（水） 夏季休業日（～８月２６日まで）



８月２７日（金） ２学期始業式

３０日（月） 給食開始

９月 ３日（金） 秋の校外学習（６年）

１３日（月） 教育相談日③

２５日（土） だれでも参観できる授業参観（５校時）

２９日（水） 秋の校外学習（５年）

１０月 ５日（火） 秋の校外学習（１・２年）

７日（木） 秋の校外学習（３・４年）

１３日（水） ６年修学旅行（～１５日）

１５日（金） ＰＴＡ学校委員会

１８日（月） 教育相談日④

２０日（水） 市小学校陸上運動記録測定会

２８日（木） 就学時健診

１１月 １日（月） 教育相談日⑤

６日（土） 秋季運動会（雨天は翌日以降に順延）

２６日（金） 音楽集会

２９日（月） 個別懇談会

３０日（火） 個別懇談会

１２月 １日（水） 個別懇談会

２日（木） 個別懇談会

１３日（月） 教育相談日⑥

２４日（金） ２学期終業式

２５日（土） 冬季休業日（～１月１０日まで）

１月１１日（火） ３学期始業式

１２日（水） 給食開始

１９日（水） ＰＴＡ学校委員会

２６日（水） 新入児保護者説明会

３１日（月） 教育相談日⑦

２月１４日（月） 授業参観・学年総会（６年）

１７日（木） 授業参観・学年総会（１・４・５年・支援学級）

１８日（金） 授業参観・学年総会（２・３年）

２５日（金） ６年生に感謝する会

２８日（月） 教育相談日⑧

３月２３日（水） 卒業証書授与式

２５日（金） 修了式・離任式


