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平成３０年度 港小学校の教育

教育目標

未来の社会で幸せな生活をし、社会に貢献できる人間の基盤を育成する。
○すすんではげむ子

○助けあう子

○たくましい子

１ 港小の「元気 本気 勇気」教育実践

「元気・本気・勇気」をスローガンに、常に向上を目指す教職員集団づくりとともに、安心・安

全な学校、地域に開かれた信頼される学校づくりを推進します。

み……みんな元気に 【健康で元気な身体をつくろう】[健やかな体] ＜体育＞

な……なにごとも本気で 【本気で勉強しよう】 [確かな学力] ＜知育＞

と……ともに勇気をもとう 【勇気ある行動をしよう】 [豊 か な 心] ＜徳育＞

(1) 学校経営のキーワード

① 教職員の力量を向上する

② 子どもに「生きる力」を付ける

③ 信頼の確立を図る

④ 安心・安全に努める

(2) 港小の目指す「元気 本気 勇気」

※地域の大切な子どもです。子どもたちにかかわる全ての方々の「元気 本気 勇気」を表にし

ました。

元 気 本 気 勇 気

教職員の姿 ○笑顔で健康な教職員 ○力量向上に励む教職員 ○率先垂範する教職員

子どもの姿 ○早寝・早起き・朝ごは ○真剣に学習に取り組み、 ○挨拶や正しい言葉遣いが

んを実践し、体を鍛え 読書習慣を身に付ける子 でき、友達を思いやる子

る子ども ども ども

家 庭 の 姿 ○早寝・早起き・朝ごは ○毎日、学年の発達段階に ○挨拶や言葉遣い等の礼儀

んで、生活リズムを整 応じて、机に向かわせる ・しつけを徹底する家庭

える家庭 環境をつくる家庭

地 域 の 姿 ○子どもを見守り、健や ○地域で子どもを育むとと ○各種イベントや講座等を

かな成長に寄与する地 もに外部講師として積極 通して、子どもとふれあ

域 的に学校に協力する地域 いを深める地域
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２ 平成３０年度重点目標

教職員もがんばります

①授業力の向上と研修の充実 ・・・・子どもの目が輝く授業の実践

自ら学び、自らの考えを深める子どもの育成

②師弟同行 ・・・・共に学び、運動し、清掃する教職員集団

③社会人としての常識ある行動 ・・・・率先垂範

体力づくりに努めます；元気

①教科体育での運動量の確保 ・・・・チャレンジ表やなわとびカードの活用

港小わくわくサーキットの活用

②外遊びの奨励 ・・・・長い休み時間の外遊びの奨励

③規則正しい生活習慣の確立 ・・・・早寝・早起き・朝ごはん運動の推進

学力アップに努めます；本気

①学び合う力の育成 ・・・・主体的・対話的で深い学びを重視した単元構想

の工夫

②自ら学ぼうとする力の伸張 ・・・・人の考えを受けて、自らの考えを深めることが

できる授業の実践

③読書と家庭学習の習慣化 ・・・・港っ子タイムでの読書活動の充実

心を育みます；勇気

①元気な挨拶 ・・・・健全な対人関係の構築

②忍耐と協力の体得 ・・・・責任ある係活動や当番活動の充実

児童会活動・委員会での自治活動の充実

③道徳的実践力の高揚 ・・・・道徳の時間を中心とした心の教育の充実

④成就感ある学校行事 ・・・・心に残る運動会や学芸会等の実施

信頼される学校をつくります

①安心・安全な学校づくり ・・・・地域と連携した安心・安全の確保

②特別支援教育の充実 ・・・・個のニーズに対応した指導と支援の強化

③地域と連携した学校経営 ・・・・幼保園・中学校、ＰＴＡ、おやじの会、港キッ

ズクラブ、南部まち協との連携強化

④教育環境の計画的な整備 ・・・・子どもの学びの環境整備

⑤情報発信による開かれた学校 ・・・・各種たよりとの発行とホームページの充実

⑥学校評価の充実 ・・・・学校関係者評価委員会の充実と活用

 
さまざまな教育活動の場で「元気 本気 勇気」の心を育てます。 
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３ 月別重点目標

４月 目標を立て、皆で楽しいクラスにしていこう

５月 体力テストで自己新記録をつくろう

６月 笑顔で進んであいさつをしよう

７月 夏だ、水泳を楽しくがんばろう

８月 規則正しい生活を送り、家族を大切にしよう

９月 元気いっぱいの運動会にしよう

10月 読書の秋、たくさん本を読もう

11月 心のこもった学芸会にしよう

12月 港っ子マラソンで心と体をきたえよう

１月 新年、気持ちも新たに勉強をがんばろう

２月 フェスティバルと大縄で心を一つにしよう

３月 １年間のまとめをしよう

全校で取り組める目標を掲げ、1 年間をめりはりのある学校生活にします。 



４　港小の概要

(1)　教職員 (2)　児童数(4月6日現在)
神谷　  理 兵藤  聖子
加藤  茂幸 神谷  秀光
平岡  香澄 有馬加代子
岩川  章子 神谷  智子
川島　亘揮 稲垣めぐみ
加藤いつき 鈴木　亨奈
加藤とよ子 井上　陽子
深谷  和彦 間瀬　陽子
村上　　文 鳥居　成司
近藤　  瞬 木村  美帆
中條  裕絵 杉浦己喜夫
榎本　　伸 三宅真内美
増田　絵梨 良知　奈月
加藤　広規 柘植　淳子
稲垣　　健 藤田加代子
河田  文雄 三宅真内美
竹内　直人 杉浦　奈歩
渡辺  武尊 可児　絵理
坂倉  皓平 岡本  吉郎

(3)  所在地等
(4)  日課表

8時20分 ～  8時45分

8時45分 ～  9時30分

9時35分 ～ 10時20分

学校名　愛知県高浜市立港小学校 10時50分 ～ 11時35分

住　所　〒444-1324　高浜市碧海町4-1-7 11時45分 ～ 12時30分

電　話　０５６６－５２－２０３１ 12時30分 ～ 13時25分

ＦＡＸ　０５６６－５２－２０３２ 13時25分 ～ 13時40分

13時55分 ～ 14時40分

14時50分 ～ 15時35分

(5)  平成30年度主な学校行事 16時10分

変更する場合があります。

4月 6日 金 10月 5日 金

4月 12日 木 10月 9日 火

4月 19日 木 11月 10日 土 小中学校音楽会(金管ﾊﾞﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ)

4月 28日 土 11月 17日 土 学芸会(代休11/22）

5月 7日 月 12月 6日 木 港っ子マラソン大会

5月 24日 木 12月 18日 火 個別懇談会～20日(木)

6月 18日 月 12月 18日 火 給食終了

7月 11日 水 12月 21日 金 全校集会　３限日課

7月 19日 木 12月 24日 日 冬季休業　～1/6（日）

7月 20日 金 1月 7日 月 全校集会(給食1/9～)

7月 21日 土 1月 12日 土 児童生徒美術展　～13日（日）

8月 2日 木 1月 17日 木 書き初め展　～19日（土）

8月 26日 日 1月 19日 土 授業参観･PTA教育講演会(代休1/21)

9月 3日 月 2月 8日 金 港っ子フェスティバル

9月 5日 水 3月 18日 月 6年生給食終了（2～5年生は3/19)

9月 22日 土 3月 20日 水 卒業式

10月 4日 木 3月 22日 金

５年２組

学年

[ホームページは学校名で検索してください]

６年２組

３年３組
４年１組
４年２組
５年１組

サポーター

あおみ３組

ｶｳﾝｾﾗｰ
初任研補充
初任研指導
通級担当
音楽専科

アシスタント

アシスタント

サポーター

サポートＴ

日本語指導

６年１組
用務員

英語専科

1年

合計

70

59

86

60

76

64

16

431

2年

3年

4年

5年

男子校   長
あおみ２組
あおみ１組

養護教諭
１年１組
１年２組
２年１組
２年２組
３年１組
３年２組

教   頭
教務主任
校務主任
事務職員

少人数
少人数

栄養教諭

38

女子

34 36

35 24

51 35

33 27

38

32 32

後期始業式

第４時

給　食

清　掃

あおみ

全校

6年

10

第５時

第６時

最終下校

前期終了（式なし）

港タイム

第１時

第２時

第３時

個別懇談会　～14日（金）

給食終了

給食開始(2年生以上)

給食開始(1年生)

授業参観・ＰＴＡ総会（代休5/2）

小学校陸上大会

修学旅行　～19日（火）

家庭訪問　～10日（木）

6

233 198

入学式・始業式

みどりの学校　～21日（土）

夏季休業　～8月31日（金）

全校出校日

チャレンジ展　～7日（金）

運動会(代休9/28)

遠足・社会見学（弁当）

全校出校日・親子除草作業

修了式

全校集会(給食9/4～)
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