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2.工事区分



3.進捗状況（体育館棟）

体育館棟

2階まで完了



4.進捗状況（体育館棟）

西側内観



5.進捗状況（北校舎棟１工区）

北校舎棟１工区

2階まで完了



6.進捗状況（北校舎棟１工区）

３階躯体工事



7.進捗状況（北校舎棟２工区）

北校舎棟２工区
3階まで一部完了
1階内装工事中



8.進捗状況（北校舎棟２工区）

１階内装工事



9.進捗状況（北校舎棟２工区）

４階躯体工事



10.進捗状況（南校舎棟）

南校舎棟
4階まで完了
1・2階内装工事中



11.進捗状況（南校舎棟）

１階内装工事



12.進捗状況（南校舎棟）

２階内装工事



今後について

・工期末が近づいていることもあり、工事時間の

延長や日曜日の工事を行う場合もございます。

なお、工事を行う場合、近隣の皆様には事前に

お知らせいたします。



開校後の整備⼯事について
令和元（2019）

年度

令和２（2020）
年度

令和３（2021）
年度

新築工事（～３月） 開校（４月）
●
六小解体工事（４月～９月）

校庭整備工事（１０月～

三中仮設解体（４月～６月）

８月）

今後の整備⼯事につきましても、ご理解・ご協⼒をお願い
いたします。



開校後整備⼯事（⼆期）の範囲



ご清聴ありがとうございました。





２０２０年４月 本市で初めての義務教育学校が、いよいよ開校します 

八王子市立いずみの森義務教育学校 



内 容 
 
１ どのような校舎になるの？ 
２ どのような学校になるの？ 
３ 児童・生徒の学校生活は 
  どのようになるの？ 
４ Q＆A  

２０２０年４月 本市で初めての義務教育学校が、いよいよ開校します 

（仮称）八王子市立いずみの森義務教育学校 



１階 大体育館（約１，４４０㎡）、 
   地域コミュニティスペース、保育所、学童保育所 
２階 小体育館（約４８０㎡） 
３階 交流ホール（約３６０㎡） 
屋上 プール（25ｍ・６コース） 
  ※可動床（全学年対応、床上げにより軽運動可） 
  ※可動屋根（屋根開閉により、全天候対応、約半年間のプール使用可能） 

１ どのような校舎になるの？ 



・教室ＷＳ側の扉が開閉式、ＷＳでの学習活動が可能 
・黒板上部に可動式のプロジェクターを設置 
 ※ＷＳ…ワークスペース 通常の廊下を広く設け、教室と一体で広く使用 
     することでアクティブ・ラーニングを促進 

１ どのような校舎になるの？ 

※写真はイメージです 



園児・児童・生徒、教職員、 
保護者、地域住民が、共に学び合う学校 

２ どのような学校になるの？  

９年間を見通して… 

全児童・生徒が… 

全教職員が… 

保護者・地域住民も… 

園児も… 

保育所併設… 

地域コミュニティスペース
併設… 

学童保育所併設… 

地域のあらゆる資源を最大限に活用して教育活動を行います！ 

地域環境を生かして… 文化財や年中行事… 



園児・児童・生徒、教職員、 
保護者、地域住民が、共に学び合う学校 

９年間で児童・生徒を育成する強みを十分に生かし… 
□地域とともに教育活動に取り組む。 
□義務教育９年間で育成すべき資質・能力を確実に定着させる。 

地域とともにある学校 
○地域で、地域とともに、地域を学ぶ 
→地域コミュニティスペースを活用した 
 教育活動を展開します。 
○９年間を見通したキャリア教育の充実 
→学校運営協議会、学校コーディネー 
 ターとの連携を深め、地域との融合を 
 目指します。 

資質・能力の定着 
○学習内容・方法の確実な定着 
→児童・生徒一人一人の習得状況を把握 
 し、指導に生かすことで学習内容・方 
 法の確実な定着を図ります。 
○コミュニケーション能力の向上 
→園児、他学年の児童・生徒、保護者・ 
 地域の方と多様な関わりが生まれます。 

２ どのような学校になるの？ 



３ 児童・生徒の学校生活はどのようになるの？  

学校に保育所、地域コミュニティスペースが併設され
ることにより… 

※園児の学校探検の案内をする小学生 

 日常的に園児や地域の人々と交流するこ
とができるようになるため、生活や社会と
関連した学習ができるようになります。 



３ 児童・生徒の学校生活はどのようになるの？  

 ９年間の学習がつながり、確実に積み重
ねることができます。また、統一した指導
により、落ち着いた学校生活を送ることが
できます。 

小学校と中学校の切れ目がなくなることにより… 

※全校児童・生徒による落ち葉拾い 



３ 児童・生徒の学校生活はどのようになるの？  

教職員の数が増え、組織が大きくなることにより… 

 児童・生徒にとって、相談できる大人が
増えることになり、安心して学校生活を送
ることができます。 

※全校児童・生徒による昼食会 



９学年の児童・生徒が、 
一つの学校、一つの校舎で生活することにより… 

３ 児童・生徒の学校生活はどのようになるの？  

 下学年は、上学年を成長のモデルとし、
あこがれをもつようになります。 
 上学年は、下学年に成長のモデルを示し、
優しい気持ちで接するようになります。 

※上学年の企画による集会 



４ Ｑ＆Ａ 

 義務教育学校になると、学校
生活は変わるのでしょうか？ 

 基本的な学校生活、教育活動に
変わりはありません。 
 今回の制度化により義務教育学
校になることで、小中一貫教育を
法的にも推進するものです。 



４ Ｑ＆Ａ 

 ７年生から義務教育学校に入
学できるのですか？ 

 これまでと変わらず入学するこ
とができます。 
 義務教育学校では、制度上「６
年生の卒業」、「７年生の入学」
がなくなりますが、７年生からの
入学はこれまでと同様にできます。 



４ Ｑ＆Ａ 

 義務教育学校の６年生の卒業
式や７年生の入学式はどうなる
のですか？ 

 第６学年の修了は「前期課程の
修了」、第７学年の開始は「後期
課程の始業」となります。 
 

※義務教育学校の学年の区分は、「４・３・２」となります。 
 ４年生、７年生の３学期に節目の行事を実施します。 



４ Ｑ＆Ａ 

 小学校の卒業式がないとする
と、６年生の卒業証書はどうな
るのですか？ 

 前期課程修了証を発行し、前期
課程修了式で授与します。 
 義務教育学校の修業年限は９年
間ですので、卒業証書の発行と授
与は９年生の修了時となります。 



４ Ｑ＆Ａ 

 ６年生（前期課程）の修了時
に、他の学校に進学することは
できますか？ 

 これまでと変わらず、６年生の
修了時に、全ての中学校、義務教
育学校（後期課程）を選ぶことが
できます。 



４ Ｑ＆Ａ 

 他の小学校から７年生に入学
する子どもは、集団に入りづら
いのではないでしょうか？ 

 受け入れる体制を整え、子ども
たちへの指導を行っていきます。 
 年度当初の生徒の様子を、より
注意深く見取ることで、学校生活
に不安のないよう全教職員で対応
していきます。 



学校経営方針の概要（案） 

八王子市立いずみの森義務教育学校 校長 石代 俊則 



八王子市立いずみの森義務教育学校 
学校経営の方針 

全体の構成 
１ 学校経営方針の概要（案） 
２ 学校組織 
３ ９年間で育成を目指す人材と 
  教育目標 
４ 目指す学校像、教師像 
５ 目指す子供像と学校経営の 
  ３つの柱 
６ 地域とともにある学校の実現 



１ 学校経営方針の概要（案） 

※本概要（案）は中・長期的な計画を含んでおり、開校後数年間は校庭整備等の関係で実施できないものがあります。 
 また、今後の検討により、変更になる場合もあります。 



２ 学校組織 

学校運営協議会

教務部 生活指導部 キャリア部 一貫教育推進部

経営会議 学校経営企画室



３ ９年間で育成を目指す人材と教育目標    

学び合い、鍛え合い、高め合うことを通じて、多様な意見や価
値観を認められる、グローバル社会で活躍できる人材の育成 

【教育目標】 

○ 創造 〈よく考え、学び続ける人〉 
○ 共生 〈思いやりがあり助け合う人〉 
○ 健康 〈健康でたくましい人〉 



４ 目指す学校像、教師像   
【教育目標】人権尊重の精神を基調として、心身共に健康で、知性と感性に富み、生涯を通じて主体的に
学び続け、国際社会に貢献できる人間性豊かな児童・生徒の基本的資質の基礎を養う。 

○ 創造〈よく考え、学び続ける人〉   
○ 共生〈思いやりがあり助け合う人〉   

○ 健康〈健康でたくましい人〉 

【目指す学校像】 
○ ９年間の学びの連続性を 
 大切にする学校 
○ 居がい、やりがい、学びが  
 いのある学校 
○ 愛され、信頼され、誇れる 
 学校 
○ 防災拠点等、地域の核とな 
 る学校 

【目指す教師像】 
○ 人権尊重の理念を認識し、 
 職務を遂行する教師 
○ 子供たちの良さを引き出 
 せる教師 
○ 真摯に研究・修養に励み 
 学び続ける教師 
○ 組織の一員として学校運 
 営に参画する教師 



５ 目指す子供像と学校経営の３つの柱   
【教育目標】 

             ○ 創造〈よく考え、学び続ける人〉   
             ○ 共生〈思いやりがあり助け合う人〉   
             ○健康〈健康でたくましい人〉 

【目指す子供像】 
～知の創造～ 

 
○ 未来に夢を描き、それ
に向かって挑戦する子 
○ 知的好奇心、探究心を
もち粘り強く学習する子 
○ 理論的に思考し、言葉
で表現できる子 
○ 多様な考えをつなげ、
豊かな発想を導ける子 

【目指す子供像】 
～人・自然・文化の共生～ 
 
○ 思いやり、やさしさがあ
り、互いを認め合える子 
○ 他者と協力し、物事を進
めることのできる子 
○ 社会への関心をもち、
貢献しようとする子 
○ 自ら挨拶し、良好な人間
関係を築く子 

【目指す子供像】 
～健康・鍛錬・耐性～ 

 
○ 心身の健康を保ち、忍
耐強く行動できる子 
○ 役割を自覚し、責任ある
行動がとれる子 
○ 社会性を確立し、自立し
た生活を送れる子 
○ まじめさや正義感、規範
意識を身に付けた子 



５ 目指す子供像と学校経営の３つの柱 
【目指す子供像】～知の創造～ 

学力の保障・向上 
・９年間の学びの連続性を意識した学習指導 

・第Ⅱ期（第５学年）からの教科担任制、５０分授業、学期ごと
の定期テストの実施 
・第２学年からの学力定着度調査の実施 
・英語・漢字・数学検定等への積極的な挑戦 
・授業規律の徹底と基礎的・基本的な学力の定着 
・家庭と連携した家庭学習と学習習慣の確立 
・補充的な学習「補習教室」「自習室」等の充実 
・ペア・グループ活動による学び合い授業実施 
・プレゼンテーション等、表現活動の充実 
・見通し、振り返り等、学習過程の構築 



５ 目指す子供像と学校経営の３つの柱 

【目指す子供像】～人・自然・文化の共生 

豊かな心の醸成 
・異学年（９学年）交流行事の充実 ＊体育・文化的行事、全校遠足等 

・地域防災等、地域と協働した体験的な学習の充実 
  ＊学校・子安等合同防災訓練、宿泊避難所体験等 

・地域の人材・資源を活用したキャリア教育の充実 
・自主的な挨拶、規範意識、社会性向上を目指す取組 

・学校行事、生徒会活動や部活動等、生徒の主体的な活動場
面の設定と充実による自尊感情の育成 
・教育相談、いじめ防止への取組の充実（情報モラル） 
・インクルーシブ教育の計画的な推進（通常の学級・６組） 
・自己理解、他者理解、共生社会の実現への寄与 



５ 目指す子供像と学校経営の３つの柱 

【目指す子供像】～健康・鍛錬・耐性～ 

心身の健康・鍛錬 
・９年間の系統的な運動能力・体力向上の取組 

・体力・運動能力テストの結果を踏まえた強化取組・強化月間
の設定 
・第Ⅱ期（第５学年）からの部活動の推進 
・運動不足児童・生徒へのレク・スポ活動の導入 
・基本的な生活習慣・食習慣の確立 
・養護教諭や栄養士による健康・保健教育の充実 
・ＳＣ面接、教育相談を通した心的ケアの充実 
・オリンピック・パラリンピック教育の充実・発展 
・校医・学校・保護者による学校保健委員会の開催 



地域の教育力
と融合 

６ 地域とともにある学校の実現     

【教育目標】  
○ 創造 
○ 共生 
○ 健康 

学び合い、鍛え合い、高め合うことを通じて、多様な意見や価
値観を認められる、グローバル社会で活躍できる人材の育成 

コミュニ
ティ・スクー
ルとして 

地域との 
連携・協力 

複合施設と
しての効果
的利用 



６ 地域とともにある学校の実現   

地域の教育力と融合 

地域との連携・協力 
 

・青少対地域清掃への
参加 

・町会ごとの夏祭りへ
の参加 
・地域運動会への参加 

・地域防災活動の拠点
としての役割 

・登校時における見守
り支援の充実 

コミュニティ・スクール 
として… 

 

・学運協委員による課
題の発見解決 

・学校支援ボランティア
組織の運営（学習支援、
教育環境、地域行事） 

・学校、ＰＴＡ組織、地
域との調整 

・学校経営の承認と人
事要望 

複合施設の 
効果的活用 

 

・保育園・学童保育所
との連携・交流 

（防災訓練、職場体験、
保幼小連携等） 

・地域コミュニティ・ス
ペースの活用による
地域住民との交流 

・学校施設の地域開
放 



いずみの森小中学校 
義務教育学校 通学区域について 

令和元年（2019年）９月２０・２１日 

学校教育部 教育支援課 



 通学区域とは 

• 学校教育法施行令第５条２項 

• 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する

小学校又は中学校が二校以上ある場合において

は、就学すべき小学校又は中学校を指定しなけ

ればならない。 

↓ 

• 児童・生徒の住所に応じ就学すべき学校を定め

た 

 
2 



3 

第六小学校の通学区域 

片倉町 

北野町 

旭町 

子安町一丁目 

子安町二丁目 

子安町三丁目 

子安町四丁目 

打越町 



4 

第三中学校の通学区域 

子安町一丁目 

子安町二丁目 

子安町四丁目 

子安町三丁目 

旭町 

東町 

北野町 

打越町 



いずみの森義務教育学校の許可区域 

5 

横山町 

中町・三崎町 

寺町 

万町 

緑町 

片倉町 

打越町 

旭町 

明神町二丁目 



 経過措置（イメージ） 

6 

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 ７年生 ８年生 ９年生

【経過措置】

６年目 開校 ２年目 ３年目

Ｒ８年

小学校 中学校

【経過措置】
猶予期間

入学年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

年度

・義務教育学校の周知の状況により周知を行うための猶予期間を設ける。

・開校（Ｒ２年）に入学する児童が、中学1年となる７年目までの期間は、指定校変更制度や学校選択制の猶予期間として、
　中学校は、従来の学校選択制と同様に市内全域より選択可能とする。
　小学校は、指定校として定められた通学区域以外からの場合は、指定校変更制度で定められた範囲からは
　就学可能とする。

・6年目以降（Ｒ８年）からは、小学校と同様に新たに設定した学区内の者に限る。

・転入、転居により学区内に入って来た者については就学できることとする。

開校

Ｒ２年 Ｒ３年 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年 Ｒ７年



7 



8 





複合施設（学童保育所） 
の運営について 

令和元年（2019年）９月２０日 
 

子ども家庭部児童青少年課 

八王子市 



Contents 

１：学童保育所の概要（１） 

２：学童保育所の概要（２） 

３：入所募集スケジュール 



3 

学童保育所の名称 

学童保育所の概要（１） 

・市立子安学童保育所第１クラブ 

・市立子安学童保育所 

   いずみの森第１クラブ～第４クラブ 

開所日 

運営者 

NPO法人 明神学童育成の会 

         （平成28年4月1日～） 

令和２年（2020年）４月１日 



4 

利用定員数 

学童保育所の概要（２） 

在籍児童数 



5 

１次募集 

入所募集スケジュール 

令和元年１０月２１日～１１月２９日 

２次募集 

結果通知 

・１次募集 令和２年１月下旬 

・２次募集 令和２年３月下旬 

令和２年１月２０日～２月１４日 



複合施設（保育所） 
の運営について 

令和元年（2019年）９月２０日 
 

子ども家庭部保育幼稚園課 

八王子市 





Contents 

１：保育所の概要（１） 

２：保育所の概要（２） 

３：分園化の効果 

４：入所募集スケジュール 



4 

保育所の名称 

保育所の概要（１） 

・市立子安保育園いずみの森分園 

開所日 

運営者 

八王子市 

令和２年（2020年）４月１日 



5 

利用定員 

保育所の概要（２） 

現在 

変更後 

区分 
定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

子安保育園 － 10人 15人 22人 24人 24人 95人 

区分 
定員 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

子安保育園
本園 

－ 20人 20人 － － － 40人 

いずみの森 
分園 

－ － － 20人 20人 20人 60人 



6 

１・２歳児の待機児童の解消を促進 

分園化の効果 

乳幼児期からの継続性のある教育 

保・幼・小連携の強化 



7 

１次募集 

入所募集スケジュール 

令和元年１１月１日～１１月２２日 

２次募集 

結果通知 

・１次募集 令和２年１月下旬 

・２次募集 令和２年２月下旬 

令和元年１１月２４日～令和２年１月３１日 





八王子市 


