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令 和 ４ 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 鈴木  智子 印 

令和３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）実現のための自己申告書・学校評価書の作成。 

②授業力向上を行うための授業改善 

◆授業改善推進プランを児童の実態を基に作成し推進。 

 ③個に応じた指導（習熟度別少人数指導・スクールアシスタントティーチャーを活用した指導等） 

◆１年～２年……算数：習熟度別少人数指導（講師） 

◆３年～６年……算数：習熟度別少人数指導（加配教員） 

◆スクールアシスタントティーチャー、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・放課後学習の実施 

◆朝学習による基礎学力定着への取組。 

◆朝学習の時間の確保。 

◆ふっさっ子の広場と連携して放課後学習の実施。（毎週火曜日・木曜日の放課後） 

⑤読む力を高めるための音読の取り組み 

◆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……時間を守ること・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。 

◆話形の徹底。正しい言葉遣いの定着。 

 ⑦家庭学習の充実 

  ◆宿題による学びの日常化。 

  ◆長期休業中の宿題（ミライシードのドリルパーク） 

（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定着＜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遣いを指導。 

◆思いやりの心の育成や他者意識を高める内容を扱った講話。 

◆基本的な生活習慣等の定着。（時間を守る、忘れ物をしない、話をしっかり聞く、整理整頓を

する等の取組） 

◆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生活指導全体会の実施（学期１回以上）。 

◆毎週金曜日の生活指導夕会による共通理解。 

◆隔週火曜日に SC とともに特別支援校内委員会を開き、個別のケースについて検討。 

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、いじめ防止標語の作成。 

④子供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。 
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⑤道徳授業の充実 

◆全校児童及び保護者を対象とした道徳授業地区公開講座の実施。※ 

（新型コロナウイルス感染症、まん延防止等重点措置期間のため、オンラインによる授業公開及

び講師から保護者に向けた人権に関する文書配布） 

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の実施。※ 

（新型コロナウイルス感染症対策のため未実施） 

◆読書旬間、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。 

◆学校司書の積極的な活用。 

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豊かな心と健やかな体＜重点課題④（体力向上）＞ 

◆体力・運動能力の向上。 

  ・持久走の全校実施、高学年による持久走大会を学校周回道路で実施。 

  ◆なわとび・鉄棒の取組。 

  ・鉄棒、縄跳びカードを全校統一して級の設定をして作成。 

  ・長縄集会を目標とした取組の推進。 

  ◆多様な運動への意欲を高める取組。 

  ・３年生よりアルティメットを実施。 

  ◆オリンピック・パラリンピック教育の推進。 

  ・和太鼓、藍染め、茶道等、日本の伝統文化体験 

 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を全学級実施。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） 切磋琢磨する教師集団 

①校内研究の充実    

○研究テーマ「ICT 機器（タブレット）の活用～子供が楽しく学ぶために～」  

    ◆年１１回、全学年で研究授業を実施（２回は講師を招聘）。 

  ◆「分かる授業」に向けた授業改善について講師を招聘した講演会を実施。  

②校内ＯＪＴの計画的推進   

◆全教員参加による校内ミニ研修の実施（年間１０回実施）。 

◆授業を公開し、全教員がいつでも授業を見合う雰囲気の醸成。 

◆全教員の特別支援教育の理解と実践の研修会の実施。 

◆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  

（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 

◆ＣＳ委員や保護者からの評価を生かし、学校運営の改善と授業改善を図る。 



- 3 - 

②開かれた学校づくり 

◆学校だよりや学年だより、ホームページやブログを通して学校情報を発信。 

◆服務規律の遵守。教育公務員としての責任の自覚。 

◆校内個人情報取扱規定の遵守。    

◆ＣＳ委員会の開催による学校運営の向上。 

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・地域行事への参加と交流の促進。※ 

（新型コロナウイルス感染症対策のため未実施） 

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

◆幼保小の連携の推進。入学前見学と交流の実施。※ 

（新型コロナウイルス感染症対策のため未実施） 

◆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、ミシン等）。 

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・事故防止能力等の向上。 

◆地域の防災訓練に参加し、地域と一体となった防災教育の推進。（今年度中止） 

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 

 ◆臨床発達心理士による巡回訪問での教員への指導・助言。 

⑥特別支援教育への組織的取組……不登校児童への取り組み強化 

◆個別支援計画や学校生活支援シートを作成し、個別支援の充実。 

◆家庭と子どもの支援員の活用。 

◆通常の学級における特別支援（発達障害教育）教育の推進。 

◆ユニバーサルデザインを取り入れた指導法の推進。 

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、児童の生活リズムの確立。 

◆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   

 学力調査の結果を見ると、各学年とも下位層（CD 層）が半数にのぼる。その背景として、基礎学力

が身に付いていないこと、一部の児童に授業規律が定着していないことが挙げられる。学力下位層の

児童の中には、授業が分からないことから授業に向き合えない状況もあった。学力が十分に身に付い

ていない児童の補充として、立ち戻る指導を授業に取り入れるなどの取組を行ったが、十分な成果を

上げるまでには到らなかった。また、ドリルパーク等を活用した家庭学習は一定の効果があったが、

未理解の学習内容について定着させるまでには到らなかった。「ふっさっ子スタンダード」を基にし

た授業規律の徹底と、児童への個別学習の機会を増やしていくことが必要である。 

 教員の授業改善については、個人差が見られた。ICT を効果的に活用しながら「分かる授業」を目指

し、授業力の向上に努めていく必要がある。 

（２）豊かな心、豊かな人間関係の育成 

 自己肯定感については、各学年とも 85.5%の児童が肯定的な評価をしていた。また、子供たちの良さ

や頑張りを認めていると回答した保護者が 92.2%であった。縦割り活動や各種行事等への児童の主体

的な取組とともに、教員の児童を認め励ます指導の積み重ねの成果と思われる。 

 基本的な生活習慣については、多くの児童が身に付けている状況ではあるが、一部の児童に朝食を

摂らずに登校したり、繰り返し遅刻する状況を改善できなかったりすることも見られた。このような

背景には、家庭の問題があると推察されるが、そうした家庭には、啓発の内容も届きにくい現状があ

った。 
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スタートカリキュラムの確実な実施により、不適応を起こす１年生は見られなかった。次年度も、

幼保と連携した取組を推進していく。 

 読書活動については、保護者アンケートによると、半数以上の保護者が読書の習慣が付いていない

と回答している。新型コロナウイルス感染症予防を考慮し、図書委員によるテレビでの読み聞かせを

実施したものの、図書ボランティアによる読み聞かせの活動はできない状況であった。朝読書や読書

旬間の取組はすすめられたが、教員による読書指導の取組が形式的になっている面もある。取組の工

夫が必要である。 

 和太鼓や藍染めの取組は本校の伝統となり、支援者の献身的な指導により成果を上げている。運動

会や創立７０周年記念式典において、その取組の成果を披露できたことは、児童の達成感につながっ

た。今後も支援者との関係性を大切にしていきたい。 

（３）自ら体を鍛え 健康で元気な子 

 登校後、中休み、昼休みとも、多くの児童が校庭に出て体を動かしている。また、縄跳び週間や持久

走週間にも高学年が率先して取り組み、学校全体の士気を高めることにつながった。特に、持久走に

ついては、距離の見直しを行ったことで、意欲的に粘り強く努力する姿勢を育てることができた。３

年生以上の児童については、アルティメットを体育の授業に取り入れ、ゲストティーチャーによる出

前授業を行ったが、体を動かしたがらない児童の関心や意欲を高めることにつながった。 

 一方で、苦手なことや辛いことに対して諦めてしまう児童が一部見られた。折れない心やお諦めな

い心を育てる学級活動や教育活動を充実させる必要がある。 

（４）切磋琢磨する教師集団 

校内研究として「ICT 機器（タブレット）の活用～子供が楽しく学ぶために～」を研究主題に、年間

１１回、全学年が研究授業を実施し、うち３回を講師を招聘して行った。ICT の活用について、各教員

が授業に活用できるようになったことは成果である。しかしながら、個々の教員の力量に差があり、

効果的に活用した授業実践にまでは到っていない。今後更に教員同士の学び合いを深めていくことが

課題である。一方、総合的な学習の時間における各学年のプログラミング教育の指導計画を作成する

ことができたことは大きな成果である。また、講師を招聘し、「分かる授業」への授業改善に向けた校

内研究は、教材研究の方法や資料の扱い方、子供に「問い」をもたせる指導等、具体的な知見を得られ

た。若手が多い本校の教員にとっては、教科指導の基礎・基本を学ぶことは授業力を向上させる上で

重要である。次年度も続けていきたい。 

全員参加による OJT 研修については、年間１０回実施し、主任教諭が主として講師となり、実践に

役立つ研修が行えた。 

（５）保護者・地域・関係諸機関との連携 

 CS 委員会を核として、学校経営に関する考えや各分掌の取組や成果・課題などの情報を提供し、協

働して学校運営にあたることができた。特に創立７０周年記念行事については、CS 委員会や PTA と

の連携により、確実に実施することができた。学校支援コーディネーターによる、学習支援、交通安全

支援等の学校ボランティア活動も定着している。しかしながら、学校評価保護者アンケートにおいて、

CS として PTA や地域との連携を積極的に行っていると回答した保護者は、８割を割っている。新型

コロナウイルス感染症対策により、PTA 行事がほとんどできなかったことも要因として推察される。

学校経営や教育活動については、学校便りの紙面を改善して情報を発信したが、担任教員の学級経営

に関する考えや児童の良さや課題、児童の活動の様子などの発信は学年差や学級差が見られた。改め

て、通信の価値を全教員に理解させていく。 

 児童の特別支援教育の充実のために、関係諸機関と積極的に連携を図り、指導の助言を受けるとと

もに、連携した取組を推進することができた。児童の適正な就学先については、難しい問題であり、さ

らに関係機関と密接な情報交換の必要性があった。 

  

３ 自己評価に対する改善策 

（１）確かな学力の定着 

 ①全校で共通した学びのスタンダードによる指導 
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   学習規律の定着のために、基本的なルールや取組を全校共通で指導する。（ふっさっ子スタン

ダードを土台として） 

 ②組織的な対応を図った学力向上 

   学力向上委員会を更に機能させ、特に各種学力調査の分析に基づく朝学習や放課後補習教室の

提案を行う。校内研究と連動させて児童の学力向上を図る。 

 ③朝学習の工夫と放課後補習教室の充実 

   週４回の朝学習に全校共通で確実に取り組み、児童の基礎学力の定着を図る。また、月１回放

課後補習教室を設定し、主として補充学習を実施する。 

 ④家庭学習の充実 

   音読、計算、漢字を計画的に毎日宿題として取り組ませる。また、ドリルパークを活用し、不得

意分野の克服を図る。「毎日、必ず」を基本に、家庭学習の習慣化を定着させる。 

 ⑤「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業改善 

   児童の実態を基に、特に国語科、算数科で確実に「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指  

す。そのために、「問い」や「自分の考え」をもたせる指導を進める。 

 ⑥生活集団の質の向上と学びの集団の育成 

   特別活動等の指導を充実させ、学年・学級集団の質の向上を図る。また、そうした良好な児童関  

係の集団を基盤として、互いに学び合い、学びを支え合う学びの集団の育成を進める。  

（２）豊かな心、豊かな人間関係の育成 

 ①生活指導上のきまり「よい子の生活」の徹底 

   「よい子の生活」を年度当初から児童及び保護者に対して周知する。また、話し合い活動を通し

て、学級の問題を解決する力を解決するために、学級会活動の活性化を図る。 

 ②基本的な生活習慣の確立のための家庭への働きかけの充実 

   基本的な生活習慣の必要性を、学校便りや保健便り等を通じて周知する。また、支援が必要な

家庭等には、教員だけでなく家庭と子どもの支援員や SSW 等の活用を積極的に図る。 

 ③道徳的実践力、自己肯定感を育む「特別の教科 道徳」の授業改善 

   道徳の授業内容を自分事にするために、「考え・議論する」学習場面及び自己を振り返る場面を

設ける。何でも言い合える安心した学級の中で、本音で話し合える授業を目指す。  

 ④読書活動の充実 

   これまでの取組を再確認し、児童がより読書に親しみ、本から知識を学び、豊かな心情を養え

る取組に改善していく。読書指導に関して高い指導力を有する教員が OJT を行い、教員の指導力

の向上を図る。また、図書ボランティア、図書館司書を活用し、読書旬間及び図書環境の充実を図

る。 

（３）自ら体を鍛え 健康で元気な子 

 ①児童の体力向上と運動意欲の向上 

   スポーツテスト、縄跳び週間、持久走週間等、様々な体育的活動の中で明確な目標をもち、その

目標に向けて取組を進める活動を行う。また、スポーツテストの結果に基づく提案を体力向上委

員会が行い、児童の体力の向上を図る。  

 ②オリンピック・パラリンピック教育レガシーアワード校として伝統・文化理解の教育の充実を図  

  る 

   オリンピック・パラリンピック教育レガシーアワード校として、伝統・文化理解教育を深める。

福生第三小学校の伝統となっている和太鼓、藍染め、茶道体験を通して、日本文化を学ぶ授業を

継続する。 

（４）切磋琢磨する教師集団 

 ①校内研究の充実 

   「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、基礎基本の確実な定着を図るために国語科、算

数科の校内研究を年間１２回実施する（４回の研究授業と２回の講演を含む）。特に、国語科では

説明文、算数科では図形の指導法について研究を進め、教員の指導力向上を図る。  
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 ②OJT 研修の充実 

   教員の力量向上に向けて、OJT の内容を充実させ、年間１０回の OJT 研修を実施する。また、

指導力の高い教員の授業を年間２回以上参観し、指導力の向上を図る。教員として支え合い学び

合える関係を築く。 

（５）保護者・地域・関係諸機関と連携 

 ①CS 委員会の活動と学校支援活動の充実 

   CS 活動、学校支援活動の１年間の活動内容を明確にする。また、CS 活動への教員の関わり方

の明確化を図る。  

 ②幼保連携、小中連携教育の推進 

   幼稚園児、保育園児との交流を１年生だけでなく、新１年生の世話をする５年生にも実施し、

新１年生の学校不適応を防ぐ。１年生、５年生には新１年生を迎え入れる気持ちを育てる。また、

小中の連携としては、中学校区において人権教育の重点指導内容をそろえ、小中一貫を視野に入

れた教育の充実を図る。 

 ③各種便りの発行による積極的な情報の発信 

   学年便りや学級便りに、児童の様子や学級担任の指導や考え方の発信に努める。そのことを通

して、保護者・地域の学校への理解と信頼を高める。 

 

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（令和３年６月１日） 

 ①学校経営方針の説明及び承認 

 ②各分掌より今年度の教育活動の説明 

 ③意見交換…・新型コロナウイルス感染症の対応について 

       ・創立７０周年記念行事について 

（２）第２回 学校評議員会（令和３年１２月２日） 

 ①これまでの学校経営について報告 

 ②各分掌よりこれまでの教育活動について報告 

 ③意見交換…・創立７０周年記念行事について 

       ・CS 便りについて 

       ・学校生活における児童の状況について 

・持久走大会について 

（３）第３回 学校評議員会（令和４年２月１５日実施） 

 ①各分掌より１年間の教育活動の報告及び次年度に向けて 

 ②令和４年度学校経営方針案の説明（現時点での説明） 

 ③意見交換 

 

５ 学校関係者評価に対する改善策 

（１）新型コロナウイルス感染症の対応について 

 ①福生市のガイドラインに基づいた取組を確実に実施する。 

 ②的確な情報発信を実施する。 

 ③「学びをとめない」を基本に、十分な感染対策を図りながら教育活動を進めていく。  

 ④ICT 端末を活用したオンライン授業や行事等のオンライン配信を推進する。   

（２）児童の学力向上に向けた取組の推進 

 ①朝学習に加え、学期１回の放課後学習教室を実施し、基礎基本の定着を図る。  

 ②「主体的・対話的で深い学び」に実現を図る授業改善に努める。 

③PTA 主催で行われる漢字検定前に、PTA による学習の機会を設ける。 

 ④家庭学習の充実を図る。 

（３）CS 委員会の活動について 
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 ①CS 便りを発行し、CS の取組等を地域に周知していく。また、「三小応援団」の組織を充実させる

ため、ボランティアを募る。 

（４）持久走大会について 

 ①コースを見直し、各自が粘り強く完走できるようにする。 

 

６ 総括的な学校評価 

（１）「よく考え やりぬく子」について（教育目標における今年度の重点項目） 

  今年度は、「よく考え やりぬく子」を重点目標として、基礎的・基本的学習内容の定着を図り、

確かな学力を向上させる目標を立てた。学校評価アンケートによると「読む・書く・計算するなどの

力が付いた」と回答した児童は 85.6%、「基礎的な力が付いている」と回答した保護者は 82.4％であ

り、一定の評価が得られた。しかしながら、教員の評価は 29.2%と低く、児童の学力調査において下

位層（CD 層）が半分に上ることからも、次年度も基礎学力の向上を課題として捉えて、改善を図っ

ていく。次年度は特に、国語科、算数科の授業改善を校内研究として進めていく。分かる授業を目指

して教員の指導力を向上させ、児童の基礎学力を付ける授業を推進していく。また、朝学習や放課

後補習教室、家庭学習の充実を図るため、学力向上委員会による、各種学力調査の分析結果に基づ

く、意図的・計画的な課題の提案を確実に全学級で実施していく。 

（２）「思いやりのある 心豊かな子」について 

  今年度は、昨年度に引き続き、児童の自己肯定感を高めることを取組の中心とした。その結果、

福生市学力調査児童質問紙調査において、２年生から６年生の自己肯定感が 85.5%という結果が得

られた。このことは、学校評価アンケート「子供たちのよさや頑張りを認めている」に肯定的に回答

した保護者が 92.2%であり、教員においても 85.8%が肯定的回答をしていることからも、教員が児童

のよさを認め励ます指導を徹底してきたことによるところが大きい。ねらいや意図を明確にした授

業や行事等を確実に推進し、適切な評価を行い、児童の成長を確実に見取り支える教育活動を次年

度も続けていきたい。 

（３）「進んで体をきたえ 健康な子」について 

  今年度は、健康な体と心を育てることを目標とした。新型コロナウイルス感染症対策により、縦

割り活動や縄跳び大会を見合わせざるを得ないなど、体を鍛える機会に制約もあった。学校評価ア

ンケートによると「休み時間に外で遊んでいる」に肯定的な回答をした児童は 84.4%、「運動する力

は付いている」に肯定的に回答した保護者は 75.3%、教員は 70.8％であった。児童の運動への関心や

意欲を高める工夫を一層進めるとともに、体力テストの結果を分析し、その結果を生かした活動を

体育的な活動の中に積極的に取り入れていく。 

  

 


