
11年4月1日 校舎１階に学童室設置

13年12月21日 校舎非常階段改修工事完成

8年10月14日 旭市二の6464番地に干潟分校１教室落成 15年3月26日 校舎災害復旧工事・校舎屋根防水改修工事

30年8月1日 表校舎3教室増築落成　1～4年170名収容 16年7月1日 干潟保育所跡地収容　面積3306.6㎡

31年4月1日 旭市立干潟小学校として独立　254名 18年11月18日 創立50周年記念式典挙行　記念誌発行

41年4月30日 創立10周年記念式典挙行　校歌･校章制定 18年12月23日 創立50周年記念碑建立

48年4月25日 旭市鎌数9508番地に鉄筋３階校舎完成

48年11月27日 体育館起工式　　 昭49.5  完成

50年11月18日 プール起工式　　 昭51.7　竣工 20年3月31日 耐震補強・校舎改修工事完成

53年6月3日 体育遊具施設完成 20年11月4日 千葉県教育功労賞（学校賞）受賞

55年 4月 校舎増築落成　普通教室5，特別教室3 21年8月10日 グラウンド西側フェンス改修工事  12日完了

55年11月19日 創立２５周年記念式典挙行　記念誌発行 22年8月29日 干潟地区防災訓練開催

57年2月13日 岩石園造成 23年8月9日 東門改修工事　17日完了

60年3月31日 校門移動　100Ｍ走路設置 24年8月6日 西門改修工事　31日完了

62年3月20日 運動場排水設備（校門前） 25年2月12日 校長室間仕切壁増設工事　28日完了

25年8月10日 南門改修工事

27年2月23日 干潟児童クラブ室完成

7年11月28日 グラウンド改修工事　平8. 2.29完成 28年11月17日 創立60周年記念式典

8年5月10日 言語教室改修工事完成

8年8月20日 校長室改修工事完成

8年11月20日 視聴覚室改修工事完成　コンピュータ17台導入 2年3月23日 空調設備設置工事完了

19年6月23日 日本生活科・総合的学習教育学会
　第16回全国大会（ちば・旭大会）開催

平成
 6年6月30日

屋内運動場　増改築工事起工式
　平7.2.28竣工

令和
 1年9月30日

屋内運動場防災機能強化工事完了

昭和
 5年4月1日

海上郡旭尋常高等小学校　干潟分教場として開設され，
校舎設立まで当分の間，旭小学校にて授業を実施

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かな学力 豊かな心・社会性 やり抜く意志・体力 

① 学習指導の充実 

・『主体的・対話的で深い学び』の実

現を目指し、思考力・判断力・表

現力を育成するわかる授業の構築 

・ICT 機器を活用した教育の推進 
 

② 教育課程等の工夫・改善 

・めあてをもった読書指導の奨励 

 （読書カード活用、チャレンジ

タイムの読書、読み聞かせ） 
・少人数、TTによるきめ細かな指導 

・プログラミング教育の推進 

 

③ 家庭学習習慣の確立 

・家庭学習週間の位置づけ 

・タブレットの有効活用 
1年 20分 2年 30分 3年 40分 

4年 50分 5年 60分 6年 70分 

 

 

① 個のよさを見出す生徒指導の推進 

・あいさつや感謝のことばで豊かな

人間関係づくり 
・自己決定の場重視と自己肯定感育成 

・いじめ防止、早期発見・早期対応 

・教育相談体制の充実（ｱﾝｹｰﾄ活用） 

・干潟スタンダードの定着 

・情報モラル教育の推進 

② 子サポを軸としたチーム支援 

・個に応じた指導支援の充実 

・特別支援教育コーディネーターを中心

に関係機関との連携 

・ニーズの把握と的確なアセスメントで

確かな児童理解一貫性のある計画的、

継続的な支援と記録の蓄積 

③ 道徳教育の充実 

・児童が自らの問題として捉え、考え、

議論する授業づくり、授業公開 

   

 

① 組織的な体力の増進 

・実態に応じた教科体育の指導の

工夫 

・休み時間の外遊び、体育的行事

等の充実による 

体育の日常化による体力増強 
 

② 自ら身を守る健康教育や安全

教育の推進 

・コロナ禍における健康管理 

・保健や食育により健康は自分で

つくり自分で守る意識の育成 

・避難訓練や学級活動等により正

しい判断で命を大切する行動が

とれる危機回避能力の育成 

 

＜研究教科＞ 道徳科 

＜研究主題＞          

他者と共に 

よりよく生きる児童の育成 

① PTA・近隣の学校や地域の関係団体との協働           

（保幼・小中高、青少年育成会議 1000 カ所ミニ集会・コミュニティース

クール準備、学校支援ボランティアとの連携等） 

② 教育情報の発信と成果の共有（学校評価,公開,たより,HP,メール等） 

③ 児童が「ふるさとである旭・干潟地域」に学ぶ機会として地域交流 

（干潟地区自主防災会活動、絆スポーツ大会等） 

 

 

 

 

＜めざす教職員の姿＞ 

① 誠実で教育への情熱と使命

感を持ち、児童や保護者、

同僚から信頼される教職員 

② 愛情豊かで、児童に寄り添

い、可能性を見出す教職員 

③ 教師力の向上に努め、チー

ムで互いに高め合う教職員 

④ 働き方改革の視点を持ち、

柔軟に業務改善に努める教

職員 

＜めざす児童の姿＞ 

・確かな学力と自ら学び、 

思考力・判断力・表現力のある干潟っ子 

・豊かな心と明るい社会性のある干潟っ子 

・一生懸命やり抜く意志を持ち、 

健やかで体力のある干潟っ子 

拓き 輝き 高め合う 干潟っ子 

『考える頭 元気な心 強い体』 

すべては子どもたちのために 令和４年度 学校経営グランドデザイン 

 

教育目標 

校   訓 

＜めざす学校の姿＞ 

① 安全・安心な学校づく

りに努め、家庭や地域

に信頼される学校 

② 明るいあいさつと笑顔

や感動のあふれる学校 

③ 児童一人一人のよさを

認めながら、目標実現

に向け生き生きと活動

する学校 

  
チーム干潟小 笑顔と感動 

＜学校経営の基本方針＞ 
① 家庭や地域との連携で安全・安心の構築  ② 協働体制で機動力のある教職員 

③ 教職員の資質、力量の向上        ④ 児童一人一人のよさや可能性の伸長  

⑤ 教育の質の向上を図る業務改善         ⑥ ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善  

めざす姿を実現するために 

みんなで創る主な年間行事 ＜心と体で多くを学ぶ＞ 2022/4/7 予定 

・授業参観/保護者会 

・１学期終業式 

・小学校区通学路点検 

・個別面談 

 

10 
Oct 

11 
Nov 

12 
Dec 

1 
Jan 

2 
Feb 

3 
Mar 

・登校日 

 

・就学時健康診断 

・６年修学旅行 

・５年宿泊学習 

・１年校外学習 

 

・PTA 奉仕作業 

・ 

・運動会 

学校の沿革 

4 
Apr 

5 
May 

6 
Jun 

7 
Jul 

8 
Aug 

9 
Sep 

・着任式、１学期始業式 

・入学式 

・避難訓練 

・６年学力学習状況調査 

・PTA 総会・学級懇談会 

・１年生を迎える会 

・２学期始業式 

・避難訓練 

・通知表配付（前期分） 

 

・学校公開日 

・学校評議員会② 

・音楽部発表 

・５年校外学習 

・教育相談週間② 

・校内マラソン大会 

・芸術鑑賞会 

・４年校外学習 

・書き初め教室 

・なわとび教室 

・２学期終業式 

・３学期始業式 

・３年校外学習 

・６年校外学習 

・入学説明会 

 

・６年生を送る会 

・保護者会 

・卒業式 

・修了式 

 

・学校保健委員会 

・学校評議員会③ 

・学力検査 

地域に学び、地域と共に歩む干潟小学校 

＜願う家庭の姿＞ 

① 家族の時間を大切にし、学校の話

題を笑顔で語り合う家庭 

② 家族の一員としてお互いを尊重

し、積極的に協同できる家庭 

③ 子どもを信頼し、自立への成長を

見守れる家庭 

・交通安全教室 

・小学校体育大会 

・４年校外学習 

・２年校外学習 

 
・運動会 

・不審者対応訓練 

・学校評議員会① 

・青少年育成会議 

・水泳指導開始 

・教育相談週間① 

 

・校内研修会① 


