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平成２９年 ３月 １日 

福生市教育委員会 殿 

福生市立福生第三小学校 

校長 髙橋 博幸 印 

平成２９年度 学校評価書 

 

１ 今年度の学校の重点的な取り組み  

（１）確かな学力の定着 ＜重点課題①（基礎学力の向上）＞  

①学校経営方針の実現に向けて 

◆学校経営方針（計画）を実現のための自己申告書・学校評価書の作成。 

②授業力向上を授業改善 

◆授業改善プランを児童実態に応じた改善策の作成・推進。 

  ◆授業課題改善と校内研究との連携。 

③個に応じた指導（少人数指導・習熟度別指導・学習指導補助員を活用した指導 等） 

◆１年～２年…国語：学習指導補助員を活用したＴＴによる指導。算数：少人数指導 

◆３年～６年…算数 少人数指導・習熟度別指導 

◆学習指導補助員，学習ボランティア等による授業内，個別指導の実施。 

④朝学習の充実と計画的指導・補習学習・放課後の個別指導の実施 

◆朝学習の基礎学力の定着への取組 

◆朝学習の時間の確保。 

◆東京ベーシックドリルを活用して夏季休業中の補習学習を実施。（年間 5 日以上） 

◆児童への個別指導時間を確保するため，放課後の会議の精選。（職員会議の削減） 

◆放課後の個別指導の実施。（毎週月曜日・水曜日放課後） 

⑤読む力を高めるための音読の取り組み 

◆朝学習，家庭学習を通じて音読指導を徹底する。 

⑥学習基盤の充実…時間・学習ルールの徹底 

◆チャイム授業開始。開始・終了の挨拶の徹底。（90%以上） 

◆話形の徹底。正しい言葉づかいの定着。（80%以上） 

 ⑦家庭学習の充実 

  ◆「学びの日常化」（毎日，必ず） 

  ◆家庭，ふっさっ子スタンダード等と連携した学習習慣の確立。 

（２）豊かな心，豊かな人間関係の育成 

①思いやりのある温かな学級・学校  

基本的な生活習慣の確立と規範意識の高揚 ＜重点課題②＞ 

◆入室マニュアルを掲示し，保健室，職員室等への入室時の言葉づかいを指導する。 

◆人権を扱った全校朝会での指導。 〔月に１回は触れる〕 

◆小中生活スタンダードの徹底（チャイム始業，廊下歩行，靴箱整頓等の取り組み） 

◆無言清掃週間の取組（学期に１回） 

②特別支援教育の充実 

◆個別支援計画の作成，通常学級における指導の充実。 

◆個々の児童のケースについての研修（学期１回以上） 

◆毎週金曜日の生活指導連絡会で共通理解を図る。 

◆隔週火曜日 SC とともに特別支援委員会を開き、課題について検討する。 

③特別活動との連携による人権教育の推進 

◆代表委員会によるあいさつ運動，いじめ防止人権標語の作成。 
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④子どもとの心のふれあいを大切にした教育活動 

◆地区班，異学年交流，副籍交流を通した触れ合い活動 

⑤道徳授業の充実 

◆道徳授業地区公開講座〔２月１０日（土）〕と二学期の自己申告の授業を全学級道徳で実施。 

⑥読書活動の充実＜重点課題③＞ 

◆図書ボランティア等の活用による読み聞かせ。 

◆全校読書月間，朝読書，お勧め本紹介カードの作成，掲示。 

◆図書委員会による児童集会での全校児童への読書推進運動の実施。〔２学期〕 

⑦伝統・文化理解教育の推進  

◆和太鼓体験・発表 ＊藍染め体験 ＊茶道体験 

  

（３)自ら体を鍛え 健康で元気な子 

 ①鍛える心と体＜重点課題④（体力向上）＞ 

◆体力，運動能力の向上を図る。 

  ・持久走の全校実施、高学年持久走大会を学校周回道路で実施。 

  ◆なわとび・鉄棒の取り組み 

  ・毎学期の長縄チャレンジ縄跳びの際は，全校で回数を掲示して意欲を喚起する。 

  ・鉄棒，短縄カードを全校統一して作成し，級の設定をする。 

  ◆多様な運動への意欲を高める取り組み 

  ・竹馬，一輪車・フラフープ・フリスビーを昼休み時間にできるよう場の設定をする。 

  ◆オリンピック・パラリンピック教育の推進 

  ・様々な体験を通してオリンピック・パラリンピックへの意欲を高める。 

  ・コオーディネーショントレーニングを授業に取り入れ、運動能力の向上を図る。 

  ・運動をやらない理由を「できない」にさせない。 

 ②健康教育・保健指導の充実 

  ◆健康安全教育，指導の計画的実施「早寝，早起き，しっかりご飯」の啓発 

  ◆薬物乱用防止・禁煙教育の徹底 

 ③食育の推進 

  ◆栄養教諭による食育の授業全学級実施。健康管理できる能力の育成 

 ④キャリア教育の推進 

  ◆清掃活動，ボランティア活動等を通じて，勤労と奉仕の精神を養う。 

（４） 高めあう教師集団 

①校内研究の充実        

○ 研究テーマ『論理的な表現力の育成～習得から活用へ～』  

    ◆年３回研究授業・講師による講演会及び指導 年３回・校内研究会 年１２回実施 

②校内ＯＪＴの計画的推進   

◆１～４年次の授業参観 ・研修会 

◆主幹・主任教諭による教職経験５年未満の若手教員への校内ミニ研修の実施（年間１０回以上） 

◆授業観察を公開し、全教員学期１回以上の公開授業の実施 

◆全教員の特別支援教育の理解と実践の研修会の実施（ユニバーサルデザイン授業づくり） 

◆福教研での積極的研究活動の推進 

◆校外研修の充実 

・和太鼓研修 ・藍染め研修 ・特別支援教育研修 

（５）保護者，地域，関係諸機関と連携 

①学校評価（自己評価・学校関係者評価）の効果的な活用と結果説明 
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◆保護者等や児童からの評価を生かし，適切な学校の運営改善や授業改善を図る。 

②開かれた学校づくり 

◆毎日の学校の様子をホームページにアップして，開かれた学校を目指す。 

◆服務規律の遵守。教育公務員としての自覚を促し責任を明確にする。 

◆校内の個人情報取扱規定を遵守する。    

◆携帯でのメール配信で即時性のある情報公開。 

③地域との連携・融合 

◆「ふっさっ子の広場」・「学童保育」との連携。 

◆PTA 行事・地域行事への参加，交流を促進する。 

◆小中一貫教育の推進 ＊生活スタンダードによる小中一貫した生活指導の徹底  

◆小幼保の連携の推進  入学前見学と交流を実施 

◆学校支援コーディネーターによる学校ボランティアの活用（芝生，学習，ミシン，昔話等） 

◆芝生の管理を学校地域が連携して推進 

④安心・安全な学校づくり 

◆ｾｰﾌﾃｨ教室，交通安全教室による被害防止，事故防止能力等の向上を図る。 

◆地域の防災訓練に参加し，地域と一体となった防災教育を進める。 

⑤特別支援教室（やまなみ教室）との連携と教育効果の向上 

⑥特別支援教育への組織的取り組み …遅刻・不登校児童への取り組み強化 

◆個別支援計画を作成し，個別支援の充実を図る。 

◆家庭と子供の支援員の活用。 

◆通常の学級における特別支援（発達障害教育）の推進 

⑦健康教育・食育・環境教育の推進  （栄養教諭） 

◆「早寝・早起き・しっかりごはん」を保護者に啓発し，児童の生活リズムを確立する。 

◆晴れた日の中休みや昼休みでの「校庭の遊び」を推進 

２ 自己評価の総括     

（１）確かな学力の定着 ＜重点課題①（基礎学力の向上）＞  

①学校経営方針の実現に向けて 

○学校経営方針（計画）を実現のための自己申告書・学校評価書の作成。 ⇒実施 

②授業力向上に向けた授業改善 

○授業改善プランを児童実態に応じて改善，学年共通実践 。⇒授業の工夫 95％（保） 

  ○学授業課題改善に向けた校内研究の推進。   ⇒実施 

 ③個に応じた指導（少人数指導・習熟度別指導・学習指導補助員を活用した指導等） 

○授業指導補助員との連絡会を毎学期実施し，指導の充実を図った。 

○基礎学力の定着    ⇒ 教員達成度 59％ 保護者 89％ 

④朝学習の充実と計画的指導・補習学習・放課後の個別指導の実施 

○朝学習の基礎学力の定着への取組（算数プリントの実施）  ⇒実施 

○朝学習の時間の確保。（職員朝会⇒夕会）    ⇒100％(教) 

○東京ベーシックドリルを活用した夏季休業中の補習学習を実施。（5 日） ⇒実施 

○児童への個別指導時間を確保するため，放課後の会議の精選。  ⇒実施  

○放課後の個別指導の実施。（毎週月曜日・水曜日放課後）  ⇒定着 

 ⑤読む力を高めるための音読の取り組み 

○朝学習，家庭学習を通じて音読指導を徹底する。⇒主体が算数と漢字になった。 

⑥学習基盤の充実…時間・学習ルールの徹底 

○チャイム授業開始。開始・終了の挨拶の徹底。    ⇒100％（教） 

○話形の徹底。正しい言葉づかいの定着。（80%以上）   ⇒78％（保） 

 ⑦家庭学習の充実 
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  ○自主学習の推進「学びの日常化」（毎日，必ず）     ⇒78％（保） 

  ○家庭，ふっさっ子等と連携した学習習慣の確立。       ⇒週 3 回程度 

（２）豊かな心，豊かな人間関係の育成 

①思いやりのある温かな学級・学校  

基本的な生活習慣の確立と規範意識の高揚 ＜重点課題②＞     ⇒80％（保） 

○言葉づかいの年間指導計画作成，学級指導，授業を通して指導する。 ⇒実施 

○入室マニュアルの掲示      ⇒98％定着 

○認め合う学級づくり。褒める指導の徹底。    ⇒91％（保） 

○人権を扱った全校朝会での指導。       ⇒実施    

○全校が一致した生活指導の定着。   ⇒実施 

○小中生活スタンダードの徹底（チャイム始業，廊下歩行，靴箱整頓）  ⇒90％定着 

○校内美化の推進（無言清掃習慣）     ⇒実施 

②特別支援教育の充実 

○個別支援計画の作成，適正な指導の充実。    ⇒実施 

○個々の児童のケースについての研修（学期１回以上）   ⇒実施 

○毎週金曜日の生活指導連絡会で共通理解を図る。   ⇒実施 

③特別活動との連携による人権教育の推進 

○代表委員会によるあいさつ運動，いじめ防止人権標語の作成。  ⇒週3回（あいさつ）

④子どもとの心のふれあいを大切にした教育活動  

○地区班，異学年交流，副籍交流を通した触れ合い活動   ⇒定着 

⑤道徳授業の充実 

○道徳授業地区公開講座〔2 月 10 日（土）〕で共通指導案での授業。 ⇒実施 

⑥読書活動の充実＜重点課題③＞ 

○図書ボランティア等の活用による読み聞かせ。    ⇒実施 

○全校読書月間，朝読書，お勧め本紹介カードの作成，掲示。（90%以上） ⇒95％ 

○図書委員会による児童集会での全校児童への読書推進運動の実施。〔２学期〕⇒実施 

⑦伝統・文化理解教育の推進  

  ○和太鼓体験発表 藍染め体験 ＊茶道体験 ⇒1 学期藍染め,2 学期茶道,通年和太鼓 

（３)自ら体を鍛え 健康で元気な子 

 ①鍛える心と体＜重点課題④体力向上）＞ 

○体力，運動能力の向上を図る。 

  ・持久走の全校実施、高学年持久走大会を学校周回道路で実施。   ⇒実施 

・専門家による意欲と運動能力の向上を図る。 

⇒東京都オリンピック・パラリンピック事務局を通じた外部講師による指導⇒3回実施 

  ○なわとび・鉄棒の取り組み 

  ・毎学期の長縄チャレンジ縄跳び     ⇒2回実施 

  ・なわとび・鉄棒の活用                        ⇒実施 

  ○多様な運動への意欲を高める取り組み 

  ・竹馬，一輪車・フラフープ・フリスビーを昼休み時間にできるよう場の設定をした。 

 ②健康教育・保健指導の充実 

  ○健康安全教育，指導の計画的実施「早寝，早起き，しっかりご飯」の啓発⇒実施 

  ○薬物乱用防止・禁煙教育の徹底     ⇒3 学期 6 年実施。 

 ③食育の推進 

  ○食育の授業全学級実施。健康管理できる能力の育成   ⇒全学級実施 

 ④キャリア教育の推進 
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  ○清掃活動，委員会等勤労，奉仕の精神を養う。    ⇒実施 

（４） 高めあう教師集団 

①校内研究の充実        

○ 研究テーマ「論理的な表現力の育成～習得から活用へ～」 

    ・年３回研究授業 ⇒実施 ・講師による講演会及び指導 ⇒実施 

・校内研究会   ⇒年１２回実施  

②校内ＯＪＴの計画的推進   

○１～４年次の授業参観 ・研修会     ⇒のべ 8 回 

○主幹・主任教諭による教職経験５年未満の若手教員への校内ミニ研修  ⇒のべ 18 回 

○全教員学期１回以上の公開授業の実施     ⇒実施 

○授業観察をオープン授業として公開する。    ⇒のべ 80 回以上 

③校外研修の充実  

○福教研での積極的研究活動の推進。     ⇒3 回授業研究 

○校内研修の充実 

・和太鼓研修 ・藍染め研修 ・ＰＣ研修等  ・特別支援教育  ⇒実施 

（５）保護者，地域，関係諸機関と連携 

①学校評価（自己評価・学校関係者評価）の効果的な活用と結果説明 

    □学校評議員による学校関係者評価と評価説明会 〔評価→７月・１２月〕〔評価説明→２月〕 

    □教職員の学校評価自己シートによる評価       〔評価→７月・１２月・２月〕 

    □保護者による学校関係者評価           〔評価→７月・１２月〕〔評価説明→２月〕 

    □児童による学校評価                         〔評価→７月・１１月〕〔評価説明→２月〕 

②開かれた学校づくり 

○⇒ＨＰを内容を充実させて新しく作成した。 

○⇒服務研修 3 回 及び，日常的に職員連絡会で実施。    

○⇒携帯でのメール配信で即時性のある情報発信。 

③地域との連携・融合 

○「ふっさっ子の広場」・「学童保育」との連携。⇒担当者会議学童 2 回，ふっさっ子 3 回 

○PTA 行事・地域行事への参加，交流を促進する。⇒のべ 30 人以上 

○小中一貫教育の推進      ⇒学習スタンダードの徹底 

○小幼保の連携の推進       ⇒保育園，幼稚園との聞き取り８園 学校体験の実施 

○学校支援コーディネーターによる学校ボランティアの活用 

⇒芝生，学習，ミシン，昔話，交通安全等 

○芝生の管理の地域との連携   ⇒合計 5 回実施 

④安心・安全な学校づくり 

○ｾｰﾌﾃｨ教室，交通安全教室。      ⇒実施 

○地域の防災訓練に参加し，地域と一体となった防災教育を進める。  ⇒選挙と重なり中止  

⑤特別支援教室（やまなみ教室）との連携    ⇒通級の学級との連絡会実施 

⑥特別支援教育への組織的取り組み …遅刻・不登校児童への取り組み強化 

○個別支援計画の作成。 ⇒特別支援教室で個別支援計画を作成し，指導の充実を図った。 

○特別支援委員会（SC、特別支援コーディネーター、養護教諭、生活指導主幹、教務主幹、福生

市教育相談相談員）実施 

⑦健康教育・食育・環境教育の推進  （栄養教諭） 

○「早寝・早起き・しっかりごはん」   ⇒実施 

３ 自己評価に対する改善策 

（１）確かな学力を伸ばす            

①組織的な対応を図った学力向上 
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⇒学力向上推進委員会を組織し，研究と連動した学力向上を図る。その際，都定着度調査の結果を

踏まえた，東京ベーシックドリル等の活用を進める 

②授業力向上をめざした授業改善への取り組み 

⇒学力調査で達成率の高かった「思考判断表現力」の育成については，引き続き「問題解決学習」

を進め「思考力」「判断力」を高める指導を進める。さらに、表現力豊かな児童を育むため、

自己の考えを発表できる場を授業展開の中にいれた授業改善を進める。 

③個に応じた指導（少人数指導・習熟度別指導・学習指導補助員を活用した指導 等） 

   ⇒学習指導補助員との情報交換，及び学級の実態に応じた適正な配置を行う。 

 ④朝の学習の工夫と計画的指導・補習学習・放課後の個別指導の実施 

⇒夏季休業中の補習学習５日間を設定して実施する。 

⇒毎週月、水曜日に放課後の補習日を設定し、年間３５回の個別指導の充実を図る。  

⇒ 朝 学 習 の 組 織 的 ， 計 画 的 な 取 り 組 み （ 東 京 ベ ー シ ッ ク ド リ ル 、 読 書 等 ）           

⑤学習基盤の充実…時間・学習ルールの徹底 

   ⇒学習スタンダードの定着を図り，児童の学習規律を高める。 

 ⑥家庭学習の推進 

  ⇒音読，計算，漢字を計画的に毎日宿題として取り組ませる。 

  ⇒（毎日，必ず）を基本に家庭学習の定着「学びの日常化」を図る。夏季，冬季休業日も宿題を

実施する。  

（２）豊かな人間関係を育む 

①人権教育の推進 

  ⇒ふれあい月間や他の期間を通じて，いじめ防止への取り組みを組織的に行う。 

    校長講話・生活指導朝会・学級指導など人権教育の訓話，指導を継続実施。 

⇒児童会による挨拶運動，いじめ防止標語の作成の定着。 

②子供との心のふれあいを大切にした教育活動 

 ⇒縦割り班活動の実施 

⇒学期初め６日間の登校の見守り活動の継続。 

⇒地域支援組織を母体に児童との交流の場の設定（芝生，池清掃、行事等）。 

③道徳的実践力の向上 

⇒今年度同様に公開講座を実施。 

④温かいことば 正しい言葉づかいができる児童を育成する。 

  ⇒毎月の指導目標を設定し，道徳，学級指導を継続指導。 

  ⇒職員室等の入室の言葉を掲示し指導を徹底する。 

  ⇒問題解決型授業を校内研究で取り組み、話し合い活動を取り入れた授業研究を行い、正しい言 

   語活動を定着させる。 

 ⑤読書（図書館）活動の活性化 

⇒図書ボランティア，図書館司書を活用し日常的な読書活動を継続。  

⇒各学期に読書月間を設け，読書活動を推進し，活動内容の充実を図る。 

⇒アニマシオン等読書活動の活性化。 

⑥伝統・文化理解教育の推進 

⇒和太鼓・藍染め体験・茶道体験を通し，日本の伝統文化を学ぶ授業を継続する。また、和太鼓

は三小の伝統となっており，活動の有用性を地域へ発信するとともに地域からの理解を得る。  

 ⑦国際理解教育の推進 

  ⇒オリンピック・パラリンピック教育推進校として，他国の文化や生活について学び，国際理解

を深める。また、障害者理解を推進し、運動への意欲を高める。 

 (３)自ら体を鍛え 健康な元気で子 

 ①鍛える心と体 

  ○オリンピック・パラリンピック教育推進校として，スポーツ教育の推進を図る。 



- 7 - 

  ⇒指導者を迎え、児童の体力運動能力の向上と意欲向上を目指す。 

  ○児童の運動に対する意欲を喚起するための改善策。 

  ⇒カードを活用した取り組み（なわとび・鉄棒）。休み時間全校で遊ぶことを徹底する。 

⇒持久走大会の地域と一体となった取り組みの定着。専門家を招いて指導を受ける。 

○全校一致した運動集会の実施。 

  ⇒毎学期のチャレンジ長縄集会，新たな集会の計画。 

 ②健康教育・保健指導の充実 

  ○健康安全教育，指導の計画的実施 ⇒毎月実施 

  ○薬物乱用防止・禁煙教育の徹底 ⇒次年度も６年生で実施。 

  ○生活リズムの確立「早寝，早起き，朝ご飯」週間⇒今年度同様毎学期２週間 

 ③食育の推進 

  ○食育指導     ⇒毎月実施 栄養教諭，養護教諭による指導  

 ④キャリア教育の推進 

  ○学習活動を通して人との関わりを学ぶ。     ⇒職場体験の場を確保したい。 

（４）教師集団 

①校内研究の充実  

   ⇒国語で表現力の育成を目指す。講師による授業指導のある授業は３回、ない授業公開を３回実

施する予定。 

②校内ＯＪＴの計画的推進で若手教員の育成 

⇒主幹，主任教諭による若手の教員に対する計画的ＯＪＴの実施。月 1 回程度 

③校外研修の充実 

⇒年間のべ３０人以上の研究発表会，研究会への参加。 

 ④福教研，研究員等研修機関で実践的授業力向上。 

  ⇒研究員１名参加，小教研研究授業，実施３回以上。 

（５）児童，保護者，地域，関係諸機関と連携・融合の教育 

 ③地域との連携・融合 

  ⇒「ふっさっ子の広場」「学童クラブ」と連携した放課後学習の充実。 

  地域支援組織の整備と学校コーディネーターを通したボランティアの活用。

 ④小中連携，幼保連携教育の推進 

  ⇒生活指導スタンダードを活用した生活指導の徹底と，９年間を見通した指導の充実。 

  ⇒学習スタンダードを三校で作成し，自ら学習向かう意欲と節度をもった学習態度の育成。 

⇒小幼保の連携の推進。 

  ⇒小小連携の推進。 

  ⇒スプリングスクールへの組織的，継続的な参加 

  ⇒小中連携した学力向上策の策定。 

⑤安心・安全な学校づくり 

⇒避難訓練の実践的指導（防火扉，全職員予告なし訓練等）避難訓練の見直し，防災意識の向上。 

⇒地域の防災訓練に参加し，PTA と連携した外部人材による防災訓練及び防災教育を進める。 

⑥コミュニケーションの教室（特別支援教室）との連携と教育効果の向上 

 ⇒学級担任と特別支援教室担任との共通した指導。 

⑦特別支援教育への組織的取り組み 

⇒「家庭と子供の支援員」「スクールカウンセラー」「特別支援コーディネーター」と連携し，

遅刻・不登校児への対応強化 

⇒特別支援体制づくり，地域支援者，関係機関との連携継続 

⑧健康教育・食育・環境教育の推進   

⇒「早寝・早起き・しっかり」の啓発，生活リズムを確立。 

⇒栄養教諭を中心とした食育を推進する。 
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４ 学校関係者評価の総括   〔学校評議員会協議内容〕 

（１）第１回 学校評議員会（平成２９年 ７月８日） 

  ①平成２９年度の学校経営方針（計画）について説明，並びに重点的な取り組みを伝え意見を聞いた。 

  ②教務関係，生活指導関係，特別支援教育関係を中心に学校の現状を話し合った。 

  ③意見交換… 芝生管理運営委員会について。 

  地域の防災と学校の関わり方について。 

（２）第２回 学校評議員会（平成２９年 １１月１８日）  

①学校評価に対する意見交換を行った。 

②意見交換… ・子供たちの地域での様子。学校での変容。 

          ・学習発表会の様子。 

  ・持久走大会と地域の理解，協力について。 

  ・家庭学習と生活リズムの改善について。食育について。 

（３）第３回 学校評議員会 （平成３０年 ２月１０日） 

①学校評価の報告と新年度計画について発表し，意見をいただく。 

  ②意見交換… 児童の校内や校外での様子等について。 

特別支援教室（やまなみ教室）について。 

コミュニティスクール準備委員会について。 

５ 学校関係者評価に対する改善策 

（１）学校・家庭・地域との連携・融合教育を展開するために 

 ○規範意識を培うために，保護者，地域の方々に積極的に子供への声かけ，情報提供をお願いする。 

 ○一中ブロックを中心にした小学校，中学校，幼稚園，保育園の連携強化。 

○地域行事の活性化，児童の地域行事への積極的参加を促す。 

 ○学習の中で児童を積極的に地域で活動させ，より地域住民とのコミュニケーションを図る。 

（２）地域人材の活用と児童と学校の地域融合 

 ○学校行事，授業，ふっさっ子等へのボランティア参加で地域住民との融合を図る。 

○学校コーディネーターとの連携による学校サポーターの発掘とさらなる人材活用を図る。 

○地域支援組織を整備し，関係機関，町会，学校コーディネーターの協働により，幅広い人材の地

域ボランティアの開拓を促進する。 

 

６ 総括的な学校評価  

 今年度も，第１回職員会議を利用して，学校経営方針（計画）を職員に周知した。また，保護者に

は，４月の保護者会，５月のＰＴＡ総会において学校経営方針について具体策を交えながら説明を行

った。学校評議員の方々には，前年度第３回学校評議員会で説明を行った。「学校は教育方針をわか

りやすく説明しているか」との保護者アンケートでは９０％が肯定的に捉えており，保護者等への説

明責任は果たしたと感じる。 

職員には，学校経営方針に基づいた自己申告書を作成させるとともに，各分掌においても組織的に

経営方針の具現化にむけた具体策や取り組みを明示し，経営方針の達成を図るよう促した。学期末に

は，学校経営方針の重点目標に沿った自己評価を実施し，課題については，次年度さらに改善を図る

よう指示し，ＰＤＣＡサイクルの確立を図った。 

学校評価については，７月と１２月に，保護者，児童，地域（学校評議員，地域ボランティア等）

の方に評価してもらい，その評価結果を分析した。そして，９月，２月の学校便りで，評価結果につ

いての考察をつけて報告をした。 

学力については、月に３回から４回の放課後補習学習を設定し，個別学習支援を行っている。また、

東京ベーシックドリルを活用し個別学習や長期休業中の補充指導を実施した。その結果、今年度行わ

れた，全国学力・学習状況調査国語Ａ，Ｂは都平均を約１ポイント，算数Ａ，Ｂは都平均を約６ポイ

ント下位であった。また、都学力調査では，昨年度の都平研正答率を７ポイント下回っていたが，今

年度は４ポイントまで差を縮めることができた。さらに，昨年度比Ａ層に属する児童の割合が８ポイ
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ント増加，Ｄ層は４ポイント減少した。上位層が大幅に増加した。次年度は，さらに基礎的な知識，

技能等の確実な習得を目指していく。 

 また，保護者アンケート等からの評価でも本校の課題を明確に判断することができた。今後は，こ

の分析結果を基に，課題解決に向けて組織的な取り組ませていく。具体的には，次年度は以下の３つ

の課題を重点課題として改善を図っていく。 

① 基礎学力の向上と粘り強く問題に取り組む姿勢 

② 早寝、早起きといった基本的生活習慣の確立 

③ 体力，運動能力の向上 

 教育目標における学校評価は以下のようになっている。 

（１）「よく考えやりぬく子」を目指し〔今年度の重点目標〕 

 今年度は，「よく考えやりぬく子」を目指し，基礎的，基本的な学習内容の定着を図り，確かな学

力を向上させるといった目標を立てた。 

 手立てとして，個に応じた指導の工夫や，学習指導補助員の効果的な活用，特別支援的な手法を活

用した指導の徹底を図った。また，補習指導時間の設定，基礎学習日を設定した。その結果，保護者

の学校評価アンケートにある「基礎的，基本的な学習内容が定着した」という設問に対しての満足度

は８９％と肯定的な評価が多いがさらなる学力の定着が求められる。従って，次年度も基礎学力の向

上を課題として捉え改善を図っていく。特に，家庭学習の強化，習慣化を進めるために，学校から意

図的，計画的な働きかけを進めていく。 

「よくわかる授業の工夫を行っている」という観点では，昨年度は保護者の９４％が，今年度も９５

％と肯定的な評価であった。 

 学校生活は落ち着き、授業中の態度も積極的で意欲を感じるようになってきている。これは教員が

ふっさっ子スタンダードや学校のルールを一丸となって守らせてきたことによるものである。今年度

も教員の授業力向上を図りよくわかる授業を目指すために，算数で校内研究を行い、研究授業を重ね

てきた。その他，ＯＪＴ推進委員会が中心になり，学期中や夏季休業中に指導法の研修を行った。今

後も校内研究と同様に，夏季休業中の研修にも積極的に参加するよう働きかけていく。  

（２）「思いやりのある心豊かな子」目指し 

 今年度も昨年度と引き続き，子供同士の関わり合いの中で，「思いやりのある，心豊かな児童」を

育成するといった目標を立てた。そして，その手立てとして，互いを尊重し励まし合う心の育成や，

友達を思いやる心を育成するために，励ます言葉や温かい言葉づかいができる児童を目指し，日々優

しい声をかけるよう指導した。その結果，保護者アンケートでは「先生が子供のよさや頑張りを認め

ているか」の問いに９１％の保護者が肯定的な解答であり，「児童に思いやりの気持ちが育っている

か」の問いにも９３％の保護者が肯定的な解答であった。さらに言葉づかいの点では，「児童が温か

い言葉，正しい言葉づかいができているか」の問いにも７８％の保護者が肯定的に捉えている。今後

も「場に応じた言葉遣いの徹底」「授業内での話し合い活動の活性化」「代表委員会による挨拶運動」

等の取り組みを実施し，児童の正しい言葉づかいの定着を図っていく。 

 また，「読書習慣の定着」についての保護者アンケートは５１％と大変に低い値になっている。こ

のため，次年度も，今年度以上に読書活動，読書習慣の定着を図る具体策を策定し取り組んでいく。 

（３）「進んで体をきたえる子」を目指し 

 健康づくりを推進し，健康な体と心を育てるといった目標を立てた。 

 その手立てとして，運動集会や持久走月間等の行事を計画した。しかし，保護者アンケートの「体

力がついている」という設問に対しては，保護者の満足度は８１％にとどまり未だ課題と言える。し

かし，全校一斉体力調査の結果は，ソフトボール投げ以外の数値はすべて都の平均を満たしている。

決して効果が上がっていないわけではないので、今後も引き続き児童の運動への関心や意欲を高める

工夫を行う。具体的には，今年度に引き続き運動等の技能カードを統一して児童の意欲を喚起させて

いく。さらに，持久走大会の継続や休み時間には全児童が校庭で遊ぶよう指導の徹底を図る。 

（４）「本校の特色ある教育」を目指し 

 本校の特色ある教育は，伝統文化と地域との連携がある。教員の取り組み状況では，保護者，地域
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の教育力を活用した教育活動の推進では，８８％が積極的に推進していると評価されている。保護者

の学校アンケートにある「学校は，ＰＴＡや地域との連携を積極的に行っている」という設問に対し

は，保護者の満足度は８８％となっている。これは，学校コーディネーターを中心にした地域ボラン

ティアの活用が広く認められている結果と考える。 

 小中の連携については，スプリングスクールの組織的な支援，小中授業交流，小中合同展覧会の開

催，さらには，生活指導スタンダードの徹底で，連携が密になっている。今後は，さらに小小，保幼

小，小中の連携を強めていく。具体的には，小・中学校連携で行う教育課程の円滑な接続や指導方法

の充実・発展を目指す。中学校区である福生第一中学校や福生第二小学校と連携していく。また、義

務教育９年間で基礎的・基本的な学力をために、家庭学習の充実を図る。具体的には、家庭学習の推

進を各校種別に進める中で，「学校でも，家でも毎日勉強することが当然である」といった学びの日

常化を定着させ，小中学校とも同じ意識で児童生徒の学力向上を進めることを家庭，地域に発信して

いく。 

 次年度はコミュニティスクール準備委員会を立ち上げ、いよいよ平成３１年度からはコミュニティ

スクールを開設する。そのためには、地域との融合した教育の充実・発展を目指し，学校コーディネ

ーターを中心に，地域からの支援者，地域資源を活用した学習，また学力向上に向けた取り組みを進

める。また，芝生管理を通じて，地域協力者や保護者，児童が互いに協力し，地域の方との触れ合い

を通して，地域との連帯感を高めるとともに，地域の人々や地元の街を愛する児童の心を育む教育を

推進していく。 

 

 

 


