
平成２９年度  学 校 経 営 計 画 

         府中市立府中第二小学校 

        校 長 山 田 順 子 

１ 目指す学校像 

心豊かにたくましく生きる子どもを育てる学校づくり 

   

 

学校は、子どものためにある。保護者から信託を受けた一人一人の子どもの健やかな成長を目指し

て確かな学力を育み、夢や希望を抱いて心豊かにたくましく生きていく子どもを育てたい。そのため

に、子供たちが自ら目標をもち、その目標に向かって日々努力を継続し、ねばり強くやり抜く力を育

てる。そして、子供たちが自信をもって課題にチャレンジしていく学校づくりを行う。 

このような考えに基づき、府中第二小学校の子供たちの健やかな成長のために、経営の理念を「心

豊かにたくましく生きる子どもを育てる学校づくり」とし、この理念に向って、教育目標の具現化を

図るための学級経営を行う。 

☆ 府中第二小学校の教育目標 

 よく考え 進んでやる子 

    自ら学ぶ意欲をもち、自ら課題を見つけ考え 

          正しく判断し実践できる子どもを育てる。 

  心豊かで 思いやりのある子ども 

    自らの感じ方、考え方を大切にし伸ばすとともに、 

          他のよさを認め仲良く協力できる子を育てる。 

  明るく元気で ねばり強い子ども 

    健康で明るく、良い生活習慣を身に付け、 

          目標に向かって努力し、最後までやりぬく子を育てる。 

 

２ 中期的目標と方策 

○確かな学力を育む教育 

（１）確かな学力を育む教育を推進する 

 ①基礎基本を徹底する 

  全ての学習の基礎となる「読む力」「書く力」を含めた各学年の国語学習内容の定着を図る。ま

た、「計算力」を含め各学年の算数学習内容の定着を図る。 

 ②「自信をもってチャレンジする子どもを育てる」ための指導法を工夫し、授業改善を図る。 

  全教科において、自ら学ぶ意欲をもち、自ら課題を見つけて進んで考える子どもを育成する。 

 ③全教科において言語能力の向上を図る。校内の言語環境を整えて正しい言語感覚を育み、自分の

思いや願い、考えを豊かに表現できる力を育てる。 

 ④全教科において、思考力、表現力を育成する。社会科、体育科においては、判断力も育成する。 

  これまで積み重ねてきた本校の校内研究の成果を生かす。 

 

 



（２）学力向上を図る授業改善を行う。 

 ①教育課程の的確な進行管理を行い、学力の向上を図る。 

 

・学習意欲の向上と学習習慣の確立 

・基礎基本の確実な定着 

・思考力、判断力、表現力の育成 

・児童の言語事項を充実させる。 

・豊かな心をもち、伝統と文化を尊重する 

態度の育成。 

 

○思いやりの心を育む教育 

（１）思いやりの心を育む教育を推進する 

 ①基本的生活習慣を育成する 

  ・「早寝・早起き・朝ごはん」を合い言葉とし、児童の生活リズムを大切にして、心身共に健康

な子どもを育む。また、挨拶の励行や正しい言葉づかい等のよい習慣づくりの指導を進める。 

 ②豊かな人間関係を育む（認め合い・励まし合い・高め合う→切磋琢磨） 

  ・学級経営を基盤とし、児童理解を深め豊かな人間関係を育む。 

  ・学年会、生活指導朝会、教育相談全体会、特別支援校内委員会等を活用し、情報交換を密に行

い、児童理解を深めると共に組織的な指導体制を確立する。 

  ・望ましい集団活動を通して、集団の一員としての自覚を高め、自主的な態度を育てる。 

 ③かかわりを重視した活動を推進する 

・人とのかかわりを重視した学習を通して思いやりの心や生命尊重の心を育む。 

・府中市の自然、歴史や伝統、文化とのかかわりを重視した学習を通して、郷土や学校を愛し、

誇りに思う心を育む。 

  ・府中版コミュニティスクールとして、府中二小及び地域の特性を生かした教育活動を推進する。 

 ④オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

  ・オリンピック・パラリンピック教育を通して子どもに身に付けさせる５つの資質について、活

動内容や指導内容などを工夫し、計画的に取り組みを推進する。 

 

（２）開かれた学校づくりを推進する 

 ①保護者、地域の方々の思いや願いを受け止め、期待に応える教育を推進する。 

 ②保護者に協力をいただき、読み聞かせや読書環境の充実を継続する。 

 ③積極的に教育活動を公開するとともに情報を発信する。 

 

（３）小中連携一貫教育を推進する。 

 ①年間３回の小中連携の日には、小中一貫教育の視点である学びと育ちに焦点を当てた取り組みを 

計画的に行う。 

 ②小中連携の取り組みとして、授業や行事、学習活動での交流活動を行う。 

 ③学びと育ちの観点から、９年間を見通して連携して取り組む内容について、明らかにし、計画を

作成し、実施をしていく。 

 

○たくましく生きる心と体の健康をつくる教育 

（１）たくましく生きるための心と体の健康をつくる教育を推進する 

 ①健康な体づくりの教育を推進する。 

  ・恵まれた環境を有効に活用し、体力向上を目指した指導や体育的活動等の取り組みを計画的に

 

○知・徳・体のバランス 

 のとれた教育を充実さ

せる。 

○目標と評価の整合性。 



行う。 

 ②教育相談機能の充実と特別支援教育（支援教育）の推進を図る。 

  ・校内の指導体制（児童理解を深める情報交換と協力体制）を確立し、スクールカウンセラー等

も生かした教育相談を充実させる。 

  ・特別支援教育を推進するために、特別支援部会の組織を立ち上げ、その部会が中心になり、特

別支援校内委員会や特別支援教育の活性化を図る。 

  ・不登校や登校しぶりの子供について、組織的な対応をすすめ、解消を図っていく。 

 

（２）安全管理及び安全教育を推進する。  

 ①危機管理意識を高め、危機の予見・未然防止に努めるとともに、事故・災害等の発生時には迅速 

  的確な対応ができる組織づくりに努める。 

  ・悪い情報（小さな危機情報も）が、迅速・的確に校長・副校長に伝わる組織をつくる。 

  ・全教職員の危機意識が研ぎ澄まされた組織をつくる。 

 ②安全教育 

  ・保護者、地域、関係諸機関との連携を強化して、交通安全指導、防災指導、防犯指導を行う。 

  ・「子どもの命を守る」ために、二小防災マニュアルが有効に運用されるように保護者の理解と

協力を得られるように努め、常に防災教育の見直しと充実を図っていく。 

 ③安全な教育環境づくり 

・定期的に安全点検を行い、安全確保に努める。 

  ・学校周辺及び校庭の美化に努め、防犯への配慮の行き届いた環境とする。 

・学校警備員の巡回により、抑止効果を高め、児童の安全を守る。 

 

○教育を支える人材活用と育成 

（１）教育を支える人材活用を推進する。 

 ①学校の課題に応じた支援員等を確保し、配置をする。 

  ・学校配当予算を考慮し、必要度の高いところから支援員の配置をする。 

  ・校務改善事業補助員（副校長支援員）の活用方法を工夫する。 

  ・都や国の制度や施策等積極的に活用し、必要な人材を確保する。 

 ②学校人材の育成を推進する。 

  ・校内研究を計画的、組織的にすすめ、教師の授業力を向上させる。 

  ・主任教諭を生かし、計画的にOJT研修を推進し、教員の資質、能力の向上を図る。 

  ・学習や生活支援員等の育成を推進する。 

 

 ３ 今年度の取り組みの目標と方策          

 【 教育活動の目標と方策 】 

○確かな学力を育む 

（１）確かな学力を育む教育を推進する。 

  ①基礎基本の徹底 

  ※中期的目標として継続して取り組んでいる基礎基本の徹底については、今年度も引き続き、目

標として取り組む。 

   基本的学習習慣を徹底させる。 

   ・今年度も学習のしつけ（学習できる集団づくり）について、定期的に教員の自己評価や学校

公開の際に保護者評価を取り入れたりして、どの学年も定着をさせる。【評価項目】は、下記

の７項目とする。 



□ チャイム着席（チャイムの合図で席に着く） 

□ 学習用具の準備（教科書やノートなどの学習用具の準備をする） 

□ 話の聞き方（相手の目を見て、正しい姿勢で話を聞く） 

□ 発言の約束（返事、立つ、語尾「～です。」） 

□ 友だちの発言の受け止め方（温かく受容的な受け止め方） 

□ 家庭学習（家庭学習の定着をさせる：宿題や自主学習） 

□ 学習環境（教室の机やロッカー等は整理する）  

読む力を高める 

・ 児童朝会での本の紹介、教員によるお勧めの本の紹介、児童の図書委員会の取り組み、

図書館整備等、読書環境の充実に努める。 

・ 常に身近に本のある環境にし、学校生活の空白の時間に意欲的に読書をするよう支援

する。 

・ 朝読書、読書ボランティアによる読み聞かせ活動（週一回）を継続して実施する。 

・ 家庭における読書週間の定着を図る。（家庭学習の中に読書の時間を入れるなど） 

・ 国語の授業では、読む活動やノート指導にも重点を置いて指導する。 

・ 毎日の家庭学習に音読を取り入れる。（国語の教科書を中心に） 

   書く力を高める 

・ 国語の授業を中心に文字（ひらがな・カタカナ・漢字）の習得を徹底する。 

・ 自分の考えや気持ちを豊かに表現できる書く力を育てる。 

（人権作文、ロータリー作文、青少対浅間地区作文の取り組み） 

   算数学習内容の定着（計算力を高める）を図る 

・ 計算力（加減乗除）を高めるスキル学習を継続し、計算力を高める。 

・ 算数指導において、３年生以上は少人数指導を、１，２年生は、ＴＴ指導を充実させ、

基礎基本の徹底を図る。 

・ 東京ベーシックドリルの計画的な活用を工夫し、一人一人の児童に学年に応じた基礎

基本の定着を図る。 

 

  （２）「自信をもってチャレンジする子どもを育てる」学力向上を図る授業改善 

   ※本校が今まで培ってきた指導力や授業改善の視点等を生かし、今年度も全教科において授業

改善をすすめる。 

 

 

 ◎ 自ら学び進んで考える力 

  ○学ぼうとする力（関心・意欲） 

  ○学ぶ力（思考力、判断力、表現力、知識・技能、活用力等） 

①家庭学習の定着 

（家庭と学校の連携） 

②読書の習慣化 

学習環境の充実 

図書室 パソコン室 

各教室・特別教室 授業改善 

基礎・基本の徹底 

読み・書き・算数

（計算）の習熟 

「継続は力なり」 

教育課程の的確な実施 

週案を活用する 

学年会で取り上げ、毎

週提出する 

学 力 向 上 
府中二小の教育で 

     伸ばしたい学力 

自ら学び進んで考える力 

   



      ○学んだ力（知識・理解・表現処理） 

◎ 今年度より、校内研究では、研究教科を国語科とし、授業改善を中心に学校全体で国語科の

研究をすすめる。 

    今年度は、研究１年目として、研究主題を『自ら考え、進んで学習に取り組む児童の育成 

～伝え合い、学び合う活動を通して～』とし、研究の視点を明確にして研究を行うこととした。 

研究の視点は、①学習過程の工夫（見通し・振り返り）②学習形態の活用や学び方の工夫（一 

人・ペア・グループ・全体）の２点とし、研究を進めていく。 

※ 校内研究では、今年度から３年間、国語科を取り上げ、授業研究を中心に研究を進めて

いく。今年度は、年間７回（全学年、仲よし学級が各１回）の授業研究を実施する。 

「授業改善」を図るために 
 ○ 学年会と校内研究を充実・発展させる。 

   ＰＤＣＡサイクルを重視した授業改善をすすめる。 

 ○ 週案の作成と管理職による指導（週一回の提出・・原則金曜日） 

 ・Ｐlan（計画）    ：１週間の授業計画（指導計画）を具体的に記す。 

・Ｄｏ（実行）     ：計画に基づいて授業を実施する。（変更・修正点などを記載しておく） 

 ・Ｃｈeｃk（点検・評価）：児童が目標の実現に向けてどのように変容したか。 

              児童のつまづきを克服させるためにどのように指導していくかを考

える。 

 ・Ａc t i o n（改善・充実）：指導法の改善・充実、教材の開発  等 

 ○ 楽しくわかる授業づくり 

   教材研究の充実（学年会・専科会・研究推進部会） 

 ○ 指導効果を高める協力体制の確立 

   学年組織を生かした協力体制  少人数指導 ＴＴ指導  研究推進 

○ 授業観察（お互いに授業を見合い、改善に生かす） 

 

○思いやりの心を育む教育 

（１）思いやりの心を育む教育を推進する。 

  ①基本的生活習慣の育成 

   ○挨拶運動を推進し、自ら進んで元気よく挨拶ができる子どもを育てる。 

         ・児童会による挨拶運動の実施（毎週月曜日の朝の挨拶の呼びかけ） 

     ・全教員で取り組む挨拶推進週間の実施 

     ・小中一貫連携教育の取り組みとして、中学校と一緒に挨拶運動を実施する。 

         ・管理職による登校時の挨拶指導の実施 

   ○学ぶ習慣の定着を図る（基本的学習習慣の取り組み） 

・「返事：はい・立つ・語尾：です」発言の約束 時間を守る等 

  ②豊かな人間関係を育む（認め合い・励まし合い・高め合う→切磋琢磨） 

   ○友だちとの学び合いを大切にした学習活動（個と集団のかかわりを重視した授業づくり）

を展開する。 

    ・全教科において学び合い活動を大切にした授業を展開する。 

   ○地区児童会（集団登下校を含む）、異学年との交流活動を推進する。 

    ・特に集団登校については、ここ数年いろいろな課題が出されている。地区児童会の中で

それらの課題について、ＰＴＡの校外部とも連携をして対応をしていく。 

   ○地域の保育園・幼稚園との交流活動 

    ・特にみどり幼稚園については、第二小学校に位置づけられているので、できる交流活動

を増やしていく。（校長が園長を兼任） 

    ・地域の保育園・幼稚園からの交流活動等の要請には、可能な限り活動を実施する。 



 

  ③かかわりを重視した活動の推進 

・自然や伝統・文化とのかかわりを通した活動を推進する。 

   ・「郷土府中に根ざした道徳資料集」を道徳授業の実践に生かす（全学年） 

   １年生：一人一鉢栽培（アサガオ）、ニコニコ園での栽培活動、小動物とのふれあい活動 

   ２年生：一人一鉢栽培（ミニトマト）、サツマイモ栽培と収穫（わくわく園）、花育教育 

   ３年生：お囃子体験、郷土カルタ、郷土の森博物館での昔の府中学習、大根の栽培 

   ４年生：郷土の森博物館プラネタリウムの学習、エイサー体験 

   ５年生：セカンドスクールにおける自然体験、バケツ稲作り、日本の武道体験 

   ６年生：府中市美術館（美術鑑賞教室）日光林間学校における自然体験、雅楽を聴く会 

   ・栽培委員会等によるゴーヤや人権の花等の栽培 

   ・全校芝生のポット苗作り（苗作りと栽培） 

※ コミュニティ・スクールとしての活動を推進する。 

   ・「二小タイム」：地域の自然や環境、地域の安全マップ作り、地域社会の福祉体験等 

           キャリア教育（お店屋さん探検、職業人の話を聞く会等） 

   ・地域の伝統文化：運動会アトラクション「お囃子」、雅楽の学習、武道体験学習等 

   ・伝統文化の学習については、本年度も東京都の伝統文化についての教育活動を推進する指

定を受けたので、地域等を生かした伝統文化教育の活動をすすめていく。 

   ・芝生を育てること、芝生を管理すること。（全校ポット苗づくりとポット苗の管理）保護

者ボランティアのグリーンキーパーとの連携により、学校側も芝生の育成や管理に積極的

に関わる。 

   ・コミュニティ協議会は、年間６回開催する。地域コーディネーターと教員との連携を密に

していく。教員側が、地域コーディネーターを生かしていく。地域コーディネーター通信

を発行し、地域や保護者に活動内容の発信をする。 

  ④オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

   ・オリンピック・パラリンピック教育では、各教科等の学習内容とオリンピックやパラリン

ピックを関連付け、「４つのテーマ」と「４つのアクション」を組み合わせた取り組みを

学年の発達段階に応じて展開する。 

   ・オリンピック・パラリンピック教育では、オリンピック・パラリンピック学習読本や東京

都が出している資料を活用する。 

 

（２）開かれた学校づくりを推進する 

  ・保護者、地域の方々の思いや願いを受け止めて、期待に応える教育を推進する。 

  ・保護者、地域の協力をいただき、読み聞かせや読書環境整備、装飾を継続する。  

学校公開 

① ４月２６日（水）年度当初の学級や学校の様子を公開する。セーフティー教室を併設。 

これからの児童の成長や学級集団の変容を把握していただく機会とする。 

② ６月１７日（土）学校公開（４時間の授業公開） 

③ ９月３０日（土）学校公開と道徳授業地区公開講座を併設。午後から創立７０周年記念イ

ベントの実施。（主催は、創立７０周年実行委員会） 

④  ２月 ３日（土）学校公開。年度当初との比較により、成長や変化を捉えていただく。 

※ ６月以降の学校公開の際には、コミュニティ協議会を開催し、学校の状況を見取っていただ

き、協議会をすすめていく。 

  学校経営説明について 

①  ４月当初の保護者会（２学年合同）では、学校経営方針や重点を置く教育活動について

プレゼンテーションを使って説明をする。 

  学校経営計画は、学校便りやホームページに掲載をする。 

②  今年度の学校経営報告や学校評価のまとめについての報告を学校便りやホームページに



掲載する。 

  運動会と展覧会 

① 運動会 ５月２７日（土）（予備日 ５月２８日（日）） 

      ※ ５月３０日（月）は振替休業日 

② 展覧会 １１月２２日（水）２３日（木） 

※ １１月２４日（金）は振替休業日 

  創立７０周年記念式典を１１月２日（木）に実施をする。 

※ 創立７０周年記念事業を創立７０周年実行委員会と学校、ＰＴＡが連携をして計画、実施を

する。 

ホームページや府中市緊急メールによって、学校の情報や状況等を迅速に知らせる。 

  

（３）小中一貫連携教育への取り組み 

  ①府教研の一斉連携部会  ６月 ７日（水） 

    本校の全教員が、中学校の授業を参観し、その後分科会毎にテーマに沿った話し合い（学

びと育ちについて）をし、連携を深める。 

  ②中学校区ごとの連携日を今年度は１０月２５日（水）・１月２４日（水）とする。 

    中学校区の小学校の授業を参観し、テーマ（学びと育ちから）を決めて、分科会協議会を

行い、連携を深める。 

  ③陸上記録会の練習への中学校陸上部・３年生生徒の協力（５日間程度） 

    朝練習に中学生が参加し、アドバイス等をしてもらう。（本校校庭と浅間中学校校庭に分

かれて、練習を行う） 

  ④育ちの取り組みとして、３校で一斉に挨拶運動を行う。中学生が小学校に来校し、小学生に

挨拶を呼びかける（各学期に最低一回ずつ実施）。 

  ※ 新たにできる小中連携の取り組み（出前授業等）を管理職で話し合い、できるところから

始める。 

  ⑤特別支援学級は、小中一貫連携の日には、中学校区にある中学校の特別支援学級との連携を

推進する。 

  ⑥小中一貫連携教育は、小中一貫連携コーディネーターを中心に実施計画を立てて、推進する。

３学期には、振り返り活動もしっかりと行い、次年度に生かしていく。 

 

○たくましく生きるための心と体の健康をつくる教育 

（１）たくましく生きるための心と体の健康をつくる教育を推進する。 

  ①健康な身体づくりの教育を推進する 

・芝生の校庭、豊富な遊具、体育館、屋上等も活用し、体力向上を図れる体育的活動を工夫

する。運動の日常化を目指す。今年度から中休みや昼休みには、体育館、屋上も使用する。 

   ・昨年度改善した体育科年間指導計画に基づき、意図的・計画的に授業を展開する。また、

校内研究で研究した成果を授業改善に生かしたり、ファイルした学習カードや資料を授業

や体育的活動で活用したりする。 

   ・全学年で体力テストを実施し、自分の体力について知ると同時に、結果から各自の体力の

課題を明らかにし、体力の向上、健康増進に意図的、計画的に取り組ませる。 

     ②教育相談機能の充実と特別支援教育の推進を図る。 

    ・校内の指導体制（児童理解を深める情報交換と協力体制）を確立し、スクールカウンセラ

ー等も生かした教育相談を充実させる。 

   ・昨年度校内組織の中に立ち上げた特別支援部会が中心になり、組織的に特別支援教育の推

進を図っていく。また、特別支援コーディネーターを中心に特別支援校内委員会を定期的

に行う。特別支援校内委員会の計画や運営、記録等は、特別支援部会が行う。 

   ・登校しぶりや不登校への対応は、管理職、学年、担任、養護教諭、スクールカウンセラー



メンタルフレンドなどが、共通理解を十分にとり、ケースに応じて対応をする。特に登校

しぶりには、迅速にねばり強く対応をし、解決をしていく。 

 

（２）安全管理及び安全教育を推進する 

  ①安全管理意識を高め、危機の予見・未然防止に努めると共に、事故・災害等の発生時には、 

   迅速・的確な対応ができる組織づくりに努める。 

 

  ②安全教育 

○ 交通安全指導：府中警察署・ＰＴＡ・地域との連携による安全指導教育を実施する。 

○ 防災指導：毎月の避難訓練の実施と日頃からの危機意識と対応力を高める。 

    「地震・台風等の自然災害及び火災への備え」 

   二小防災マニュアルを有効運用に努める。 

   今年度は、隔年で行っている全児童を引き渡すまで、学校待機をさせておく想定の

引き渡し訓練を実施する。 

○ 防犯指導：登下校の指導徹底と教職員による見守りやパトロールの継続。 

ＰＴＡ、地域、安全ボランティアとの連携強化。 

     ○ 学校公開日に全学年で発達段階に応じて、府中警察署と連携をしてセーフェティ教育

を実施する。             

③保護者・地域、関係諸機関との連携強化 

○ 登下校の安全管理：年間を通して集団登校 

○ 学校、ＰＴＡ、安全ボランティアによる通学路安全確認 

○ 現在作成済みの避難所管理運営マニュアルを活用できるよう、地域との連携に向け、

学校が計画をして協議会等を実施する。必要に応じて、改善をする。 

   ④安全な教育環境づくり 

○ 定期的に安全点検を行い、安全確保に努める。安全点検を生かした修理・改善を行う。 

○ 学校周辺（遊歩道の美化活動）及び校庭の環境美化（校庭周辺の灌木の剪定と学校花

壇の美化）に努める。 

○ 学校警備員の巡回による抑制効果を高める。 

 

 ○教育を支える人材活用と育成 

（１）教育を支える人材活用を推進する。 

 ①学習支援員や生活支援員等を課題に応じて配置をする。 

    ・学校の課題に応じて、学年や教科、分掌を決めて配置を工夫する。（必要度の高いところ

を優先する。）配当された予算を有効に活用できるよう、時数等の計画を立てる。 

    ・配置した支援員等の状況や成果を毎学期末に検証をし、改善をする。 

    ・校務改善事業補助員（副校長支援員）は、副校長が中心に活用・指導をし、副校長等が児

童の理解や指導、教員の育成にかかわる時間を増やす。 

    ・登校しぶりや不登校への対応に、スクールカウンセラーやメンタルフレンド、家庭と子ど

もの支援員等を有効に活用する。 

 

 ②学校人材の育成を推進する。 

    ・校内研究を計画的、組織的にすすめ、教師の授業力、指導力の向上を図る。 

    ・主任教諭を生かし、副校長、主幹教諭が中心となって OJT 研修の計画を立て、組織を生

かしたOJT研修を推進していく。（学年組織を十分に活用する） 

OJT研修を通して、主任教諭と若手教員の両方の資質、能力の向上を図る。 

    ・学習や生活支援員等の育成については、管理職、学年主任が中心に行う。 

    ・校務改善事業補助員の育成については、２名の副校長が指導にあたる。 



○重点目標と方策 

 （１）基礎基本の徹底 

   ・基本的学習習慣の徹底（全学年が１００％を目指した指導） 

     ※家庭学習では、学校から家庭に働きかけ、宿題や自主学習の取り組みを徹底する。 

       （学年×１０分や自主学習の方法やメニューの紹介などを指導する） 

   ・漢字の定着率（１・２年生９０％、３・４・５・６年８０％） 

     ※ノート指導の充実や日々の漢字小テストの継続等による定着を図る。 

     ※各学期末に、定着を図る診断テストを実施し、定着率を明らかにしていく。 

   ・本に親しみ、読書の習慣を定着させる 

     ※学年に応じて、目指す読書の本の冊数やページ数などを決めて、取り組む。 

      （例：１～３年生は年間３０冊以上、４～６年生年間２５００ページ以上など） 

      年間を通じての朝読書、図書室環境の整備、読書ボランティアの方々との連携により、

読書に親しむ子どもを育て、読書の習慣を定着する。 

・学年ごとの算数学習の内容の定着率（全学年８０％を目指す） 

     ※マス計算、ドリル学習、反復学習等により、計算力を付けたり、学習内容を定着させた

りする。 

      東京ベーシックドリルを活用し、定着率の向上を図る。 

     ※各学期末に、定着を図る診断テストを実施し、定着率を明らかにする。 

    

 （２）学力向上、体力向上を実現する授業改善 

    ・「自信をもってチャレンジする子どもを育てる」をテーマにして、国語科の研究を中心と 

した校内研究を推進し、年間７回の全体研究授業を実施する。（実施１００％） 

・体力向上にむけ、体育科授業の改善と運動の日常化を目指し、中休みや昼休みの校庭遊び

のほか、体育館や屋上を活用する遊びを計画する。 

    ・教員数が多いが、年間最低２回ずつは、管理職による授業観察を実施する。学力向上につ 

     ながる授業改善が行われているかを中心に授業を観察する。 

・校内研究のみならず、他の研究授業についても全教員に呼びかけ、互いに授業を見合い、

全教科において授業改善を図っていく。 

 

 （３）挨拶運動を推進し、挨拶施行１００％とする。 

    ・毎週月曜日の朝は、児童会が挨拶運動を実施する。 

    ・挨拶運動として、各学期一回、挨拶週間として、全教員が分担をし、昇降口で挨拶の呼び 

かけをする。 

    ・管理職は、毎朝校門で登校してくる児童に挨拶を呼びかける。また、校長は、全校朝会で

挨拶について様々な講話を行う。 

 

 （４）特別支援校内委員会の実施。（各学年学期一回の実施。必要に応じて臨時委員会を行う） 

     ※特別支援部会は、月一回実施し、配慮の必要な児童への対応や特別支援教育の充実を目

指す。また、特別支援校内委員会の計画、運営を中心で行う。 

     ※児童についての共通理解を深め、個々に必要な配慮や支援を行う。 

     ※特別支援校内委員会で話し合われた内容については、職員会議で全職員に報告する。 

  

 （５）ＯＪＴの推進（教師の授業力アップ研修の充実） 

    ・校長と２名の副校長による授業観察（年間総計１２０時間以上） 

    ・学年会の確保（毎週必ず時間を確保）と質の向上（授業研究と児童理解等） 

     特に、若手教員（本校が初任校の教員等）がいる学年は、研修テーマを決めて推進する。 

    ・校内研究推進における授業改善や児童理解を通して、教員としての資質を磨き、指導力向 



上に努める。 

    ・ＯＪＴにおいて指導する側の主任教諭を育成する時間を設定する。育成の講師は、管理職

主幹教諭が行う。（各学期二回程度実施） 

 

 （６）環境教育と環境美化の推進 

    ○みどりの環境づくりを推進する。 

・ゴーヤの栽培やヘチマの栽培 

     ・一人一鉢の植物の栽培・ニコニコ園やわくわく園の草花や作物の栽培（サツマイモ・ジ 

ャガイモ・大根等） 

・季節に応じた校庭樹木の剪定 

 ・全校児童による芝生のポット苗づくりと育成、校庭への植え付け。 

・緑の芝生を守る活動（芝生の育成期間中の校庭使用の取り組み） 

・保護者等の芝生ボランティアや芝生の管理業者と学校が連携し、定期的に芝生の管理を

行う。（週に３回程度） 

・人権の花の栽培を栽培委員会が中心で行う。 

    ○節電・節水、ゴミ減量を通年実施する。 

    ○校舎内の整理整頓及び美化に努める。 

     ・管理職による校内巡視（毎日一回）により、点検･指導。 

     ・毎学期一回の教材等整理日の実施。 


