


令和３年度 上宇部小学校経営方針 
 

 

 
 
 
 
 
【 学校教育目標 】 

 

 
 

【学校経営方針】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【めざす子ども像】 

 

 

 
 

【チャレンジ目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 山口県教育目標 】 
「未来を拓く たくましい やまぐちっ子の育成」 

【宇部市教育基本理念 】 
「夢・絆・志 ふるさとを愛し、未来を拓く人づくり」 

ふるさと上宇部を愛し、未来に向かって、学び、考え、行動するたくましい子どもの育成 

進んで学び、よく考え、 

素直に表現できる子ども 

知  
相手の気持ちを思いやり、 

みんなと協力できる子ども 

徳 

○学力の向上を図ります 

・スキルタイム等を活用した

ドリル学習の充実による基

礎基本の定着 

・「家庭学習の手引き」を活用

した家庭学習の習慣化 
 

○どの子にも分かる授業

づくりを進めます 

・授業交換や教科担任制、互見

授業の実施による授業改善 

・「シンプル・クリア・ビジ

ュアル」化を取り入れた授

業のＵＤ化 

・学習規律の徹底 

○道徳教育を推進します 

・「上宇部小の道徳」をベー

スにした取組の推進 

・家庭や地域と連携した道

徳教育の取組の充実 
 

○いじめや不登校のない

学校をめざします 

・いじめ未然防止アクショ

ンプランの確実な実施 

・アンケート等による早期

発見・早期対応の充実 

・児童の主体的な活動によ

る魅力ある学校づくり 

○健康･安全教育の充実を

図ります 

・家庭との連携による健康の意

識づくりと情報モラル教育

の充実 

・交通安全・生活安全についての

危険予測･回避能力の育成 

○基本的生活習慣の育成を

図ります 

・小中９年間を見通した生活目

標の設定と指導の徹底 

・ＰＴＡと連携した食育の推

進、基本的生活習慣の確立 

 
心身ともに健康で、最後まで

粘り強く行動できる子ども 

体 

上宇部小 ３進(しん)・ ・

 

○ 教職員の危機管理体制の充実を図ります 

 ・危機管理・綱紀保持に関する研修の充実による教職員の危機管理意識の高揚 

○ 教職員のワーク・ライフバランスのとれた働き方改革を推進します 

 ・行事の見直し、配置の工夫、ＩＣＴの活用等による業務改善の推進 

 

１ コミュニティ･スクールを基盤とした「小中一貫教育」の推進 

２ 道徳教育・特別支援教育を核とした「豊かな心を育てる教育」の推進 

３ 開発的・予防的生徒指導の充実による「安心･安全な学校づくり」の推進 

 

【 小中一貫学校教育目標 】  ふるさとを愛し、ふるさとの未来を創る子どもの育成 

チーム上宇部 プロジェクト 



校　長 三輪　孝行 教　頭 大田　恵也 教務主任 黒田　俊二

１－１ 岡崎　聡子 １－２ 原田　彩夏 １－３ 松永　和巳

２－１ 村木　萌音 ２－２ 河原　和美 ２－３ 所　　茂宏

３－１ 井上　光基 ３－２ 落合祐理子 ３－３ 村中　寿江

４－１ 松本眞理子 ４－２ 石川　歩夢 ４－３ 松村みゆき

４－４ 伊藤　陽介 ５－１ 長弘　良江 ５－２ 松浦　章人

５－３ 吉岡　宏美 ５－４ 桶島　貴裕 ６－１ 間惠　和美

６－２ 山本　日向 ６－３ 黒瀨　理恵 ６－４ 安永　悟史

わかば１ 德永　順一 わかば２ 中野　元貴 おおぞら１ 尾上　祐子

おおぞら２ 中村　　修 つばさ 大森　宗美 みのり 石井　希恵

生徒指導主任 田中　証城 教育相談、音楽 岩下　祐子 少人数 保阪　優菜

初任者研修 村田　淳一 養護教諭 竹本　冴香 養護教諭 木嶋菜々子

栄養教諭 河野　陽子 事務主任 伊藤　美香 主　事 小松　和佳

庶務員 神田　秀之 学校司書 水田すみ江 業務アシスタント 藤永　智子

英語専科 大本　　円 通　級 重本　千繪 通　級 森田しのぶ

通　級 野村　京子 非常勤講師 池田佐智恵 非常勤講師 齋藤　　豊

非常勤講師 光成　紀子 特別支援教育支援員 北野　和泉 特別支援教育支援員 徳永　　優

特別支援教育支援員 井口美稔子 特別支援教育支援員 早稲田敏恵

令和３年度　学校組織

　　各プロジェクトの構成

学力向上プロジェクト 地域連携プロジェクト 校内環境プロジェクト 健康安全プロジェクト

進んで学び、よく考え、素直に
表現できる子

主体的に人や地域社会とかか
わり、地域のために活動できる
子

けじめのある行動ができるとと
もに、相手の気持ちを思いや
り、みんなと協力できる子

心身ともに健康で、命を大切に
し、何事にも粘り強く行動できる
子

◎基礎学力の向上 ◎豊かな体験活動の充実 ◎豊かな心の育成 ◎児童の体力向上

◎学習習慣の確立 ◎郷土愛の育成 ◎規範意識の醸成 ◎安全３領域の取組の推進

◎校内研修の充実による授業改善 ◎地域連携カリキュラムの推進 ◎校内環境の整備 ◎健康教育・食育の充実

リーダー　学力向上（河原） リーダー　地域連携（桶島） リーダー　環境教育担当（所） リーダー　保健主任（岡崎）

サブ　　　 研修主任（松永） サブ　　 　 特別活動主任（山本） サブ　　　人権教育主任（松浦） サブ　　　 養護教諭（竹本）

・学力向上（河原） ・地域連携推進教員（桶島） ・環境教育SDＧs（所） ・保健主任（岡崎）

・研修主任（松永） ・幼保小連携（原田） ・人権教育（松浦） ・安全主任（德永）

・小中一貫教育（間惠） ・生徒指導主任（田中） ・キャリア教育（黒瀨） ・体育主任（伊藤）

・図書館教育（村中） ・教育相談（岩下） ・特別支援教育Co（尾上） ・栄養教諭（河野）

・初任者研修（村田） ・特別活動主任（山本） ・清掃主任（松本） ・養護教諭（竹本）



8 木 着任式　始業式　全学年…１１：３０ 火

9 金
入学式　５年成長測定　給食開始
１年…１５：３０　２～６年…１３：２０

水

10 土 木

11 日 金

12 月
４・６年成長測定　　１年…１１：３０
２，３年…１４：２０　４～６年…１５：１０

土

13 火
２・３年成長測定　１年給食開始
２年…１４：５５

日

14 水 １年成長測定　２～６年…１４：３５ 月

15 木 ５年聴力検査 火

16 金
参観日（２，４校時）　ＰＴＡ評議員会
全学年…１３：００

水

17 土 木

18 日 金

月

火

水

木

金

19 月 委員会活動　４，５年…１４：５５

１９日（水）　　全学年歯科検診
２０日（木）　　１，３，５年眼科検診
２４日（月）　　クラブ活動　３年内科検診
２６日（水）　　４年内科検診
２７日（木）　　５年内科検診
　　　　　　　　 ６年全国学力学習状況調査
２８日（金）　　体育発表会前日準備
２９日（土）　　体育発表会

　６日（木）　　全校朝会　１年通常授業開始
１０日（月）　　委員会活動　２年内科検診
１１日（火）　　１，２，３年耳鼻科検診
１２日（水）　　集金日
　　　　　　　 　４，５，６年情報モラル教育
１３日（木）　　４，５，６年耳鼻科検診
１４日（金）　　１年内科検診
１８日（火）　　６年内科検診

２年 ３年

13:20

1年

13:20

13:20

13:20

13:20

　　５月の行事予定　　※状況により変更する可能性があります。

14:55 15:45 15:45 15:45 15:45

　毎月第３週は保護者による下校時の見守り週間となっています。４月は１２日（月）からの週
です。買い物などにお出かけの際に、下校の見守りにご協力いただきますようお願いします。

※各学年の下校時刻は、通常、右のとおりとなっ
ています。右の時刻と異なる場合は、今月の行事
予定表の中に記入しています。

14:55 14:55

15:25 15:25

15:4515:45 15:45

学年初め個人懇談会①　１年聴力検査
全学年…１３：００

24

25

14:55 14:55 15:45 15:45 15:45

28
学年初め個人懇談会②
全学年…１３：００

29 昭和の日

30 １年生を迎える会

22 避難訓練　２，４，６年眼科検診

23 ２年聴力検査　あおぞら号来校

26 代表委員会　１年視力検査

　　４月の行事予定　　※状況により変更する可能性があります。

20 １年心電図　集金日

21
宇宙を身近に感じる教育プロジェクト写真撮
影（午前）　３年聴力検査

令和３年度参観日等の予定期日　※状況により変更する可能性があります。

15:45 15:45

15:45 15:45

４年 ５年 ６年

15:45

14:35 15:25 15:25

〇４月１６日（金）
　授業参観（２，４校時）　ＰＴＡ評議員会（３校時～）
○４月２７日（火）・２８日（水）
　学年初め個人懇談（午後）
〇５月２９日（土）
　体育発表会
〇６月２４日（木）
　引き渡し訓練（午後）
〇７月１５日（木）・１６日（金）
　個人懇談（午後）
〇９月２日（木）
　授業参観（５校時）　学級懇談（６校時）

〇１０月１６日（土）
　土曜参観日（３校時）
〇１２月１日（水）
　持久走大会（午前）
〇１２月２２日（水）・２３日（木）
　個人懇談（午後）
〇１月２５日（火）　人権教育参観日
　授業参観（５校時）　講演会（６校時）
〇２月１７日（木）　上学年参観日
　授業参観（５校時）　学級懇談（６校時）
〇２月２５日（金）　下学年参観日
　授業参観（５校時）　学級懇談（６校時）

27


