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平成３０年度 府中市立矢崎小学校 学校経営計画 
                                                             校長  刀禰 俊明 

≪学校教育目標≫ 

 

  人間尊重の精神を基調とし、人や自然、地域と豊かにかかわることで自己を磨き、社会の一員

としての自覚をもって未来を拓いていく心身共に健康な児童を育成していく。 

○「学び考える子」… 学習の基礎基本をどの子にも個に応じて「わかった。できた。身につ

いた。」と思えるユニバーサルデザインの授業（ICT の活用など）や

家庭学習とともに「考え、友達と議論し高め合う喜びを感じる授業」

を行い、児童の力と自己肯定感を高めていくことで、教師も充実感を

感じる学校。 

○「思いやる心」  … 道徳の時間、特活はもちろん、全教育活動を通して、友達のよさと自

らのよさを認め大切にし、異学年交流を充実させ、人や自然と仲良く

共生できる子供を育てていく。自己有用感、他者理解・他者尊重の向

上させる学校。 

◎「明るく元気」  … 毎日明るく元気に学校に来る気力、体力を充実させ、よりよい生活習

慣を身に付けるとともに、体力や運動能力向上に努め、目標に向かっ

て努力し、最後までやり抜く子供を育てる学校。 

 

□今年度の重点目標 

  今年度は、『明るく元気』を重点目標とし、体力や運動能力向上に努め、よりよい自分になる

目標に向かって努力し、けじめをつけて、最後までやり抜く子供を育てていく。学級経営はもと

より学年経営に重きを置き、チーム矢崎として全員が協力する、明るく元気な職員集団を形成し

ていく。 

    

Ⅰ 目指す学校 

 

（１）基本理念 

   私たち教職員は、教育公務員としての責務を自覚し、服務の厳正に努めるとともに、何より

も子 供たちの健やかな成長を願い、教育できる喜びと誇りをもち、「自立心」と「社会性」

を育てるた めに、児童・保護者・地域の人々から信頼と協力を得て教育実践に全力を尽くす。 

自立とは、様々 な問題、課題を自身の力で解決していくこと、社会性は、社会と調和して

生活していく資質ととらえる。この自立と社会性が形成されるためには、子供自身が「自分で

できる自信」をもち、「まわりの人は自分の仲間である」と認識することが重要であり、私た

ち教職員は絶えず自分の行っていることが、その援助となっているかを点検しなければならな

い。私は、全教職員の連携・協働の下、全てに心を尽くし、心を通わせ、心を込めて、援助す

る教育＝『勇気付け（後押し）の教育』を推進することを通して、常に次の掲げる学校構築を

目指すことを基本理念とする。  

 

（２）目指す具体的な学校像 

合言葉を「元気いっぱい やるときはやる」とし、 

☆ 元気あふれる、たくさんのかかわりの中で育つ学校 
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☆ けじめ、粘り強さのある子を育てる学校 

☆ 安心・安全で、心地よい学校        を目指していく。 

   

学校の役割は、個々の自立を促し、社会性を育てる（日本の未来をつくる人材を育てる）こと

で 

 ある。そのために、児童一人一人に「確かな学力を育てる」「豊かな心をはぐくむ」「健やか

な体 をつくる」ことを、学校が地域、保護者と協働して進めることが重要であると捉える。

と同時に、 いじめや体罰を根絶し、児童が安全で安心して生活できる学校、児童の教育に携

わる教職員の働く 意欲を喚起していく必要もある。以上を、「水と緑の矢崎小学校」の特色

を生かし、次に掲げる学校づくりに邁進する。 

 ○ 児童に、確かな学力と豊かな心・社会性を身に付けさせる学校 

 ○ 元気にあいさつや感謝があふれる学校 

 ○ 安全教育を推進するとともに、いじめや体罰を根絶し、児童が安全で安心して生活でき 

  る学校 

  ○ 地域や保護者と連携、協調し、発信することで、良好な関係を築き、地域・保護者から 

  信頼される学校（コミュニティ・スクールの構築） 

  ○ 教職員が教育公務員としての自覚をもち、４つの能力の向上に努めるなかで、仕事に 

  誇りをもち、働きがいのある学校であるとともに、職員のワークライフバランスのとれた 

  学校 

 

（３）特色ある教育活動 

   ○「水と緑の矢崎小」を推進する地域を生かした活動 

     （多摩川、郷土の森、田畑等の活用） 

  ○交流を通して豊かな心情を育てる活動 

   （異学年、地域、幼小・小中、高齢者との連携・交流等の推進）  

  ○郷土府中を愛する活動 

   （郷土の森博物館、地域探索等を通した学びの推進）   

  ○「地域の学校」づくりを推進する活動 

     （水辺の楽校、農業まつり、雑田堀用水路清掃、安全マップづくり等を通した地域の方々

との連携強化） 

〇伝統・文化の良さを実感する活動 

 （府中や日本の伝統・文化を学ぶ活動の推進） 

 

（４）目指す児童像 

    ○進んであいさつし、元気で明るい気持ちで生活できる子 

○学校や友達、地域のために働ける子      

○決まりを守る子        ○仲間と助け合える子    

○進んで学習する子        ○進んで運動する子 

○進んで読書できる子      ○最後までやりとげる子 

 

Ⅱ 中期的な目標と方策 

 

  本校は、地域がもつ自然や文化、地域に暮らす人々とのかかわりを重視し、実践的な体験活動

を通して、児童の学習意欲や自然や文化に親しむ心情をはぐくむ教育を特色ある教育活動と位置

付けて、教育実践を推進している。その教育活動が、現在、未来に渡り推進し続けていくことの

できる強みでもある。 

この本校がもつ強みを生かすとともに、さらに学校・保護者・地域の連携を深め、小中連携も

踏まえた地域の学校として、さらに期待に応え信頼される学校となるために、以下の中期的な目
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標を設定する。 

 

（１）毎日明るく元気に学校に来る気力、体力の充実 

〇児童の自己有用感、他者理解・他者尊重の向上（道徳の時間、特活はもちろん、全教育活動

を通して、友達のよさと自らのよさを認め大切にし、人や自然と仲良く共生できる子供を育

てていく。） 

〇体つくり運動・コォーディネーショントレーニングの授業での充実、外遊び推奨 

〇体力向上月間（府中ロープチャレンジ・縄跳びボード、持久走） 

 

（２）けじめをつけて、最後までやり抜く（児童の力と自己肯定感を高めていく） 

  〇基礎基本の定着 

（どの子にも個に応じて「わかった。できた。身についた。」と思えるユニバーサルデザイ

ンの授業や家庭学習） 

 〇問題解決型の授業で、主体的・対話的で深い学び 

（考え、友達と議論し高め合う喜びを感じる授業） 

〇ICT の効果的な活用 

（教材のデジタル化・共有）、プログラミング教育 

〇上記の体力向上や異学年交流を通して 

 

（３）たくさんのかかわりの中で育つ 

  〇学年経営を充実させ、多面的に児童理解し寄り添った指導 

（交換授業・専科副担任制） 

〇縦割り班活動を充実させ、自己有用感、他者理解・他者尊重の向上 

（縦割り班遊び、縦割り班清掃、縦割り班全校遠足） 

 〇各ブロックの中で上学年から下学年への教える交流や互いの発表を見あう場の設定 

（様々な教科、運動会・遠足等の行事も活用して） 

 ○地域の人材・施設・環境等活用 

 

（４）安心・安全で、心地よい学校 

〇環境整備、安心・安全・きれいな学びの場つくり推進（ハード面はもとより、矢崎スタンダ

ード確立（はい・たつ・です、ノート指導、話型、ハンドサイン等、小中連携も意識した発

達段階に応じて統一するソフト面も充実）） 

〇あいさつ（語先後礼）・感謝をしっかり言える子の育成 

〇集団としての安心・安全（指示の出し方、リズム、歩き方等） 

〇チーム矢崎として全員が協力する、明るく元気な職員集団 

○教職員のワークライフバランス、校務の効率化等による負担軽減で児童とじっくり向き合う

時間の確保 

 

Ⅲ 今年度の取組目標と方策（●は重点項目） 

 

 １ 教育活動の目標と方策  

（１）学習指導 

 ●どの子にも個に応じて「わかった。できた。身についた。」と思えるユニバーサルデザイン

（UD）の授業や朝学習（ベーシックドリルの活用や読書活動（年間 30 冊目標））、家庭学

習（学年×10～15 分）（高学年では自主学習も）で基礎基本の定着を図る。 

〇考え、友達と議論し高め合う喜びを感じる問題解決型の授業で、主体的・対話的で深い学び

をさせる。 

●小中連携を基盤とした、矢崎スタンダード（学習規律）の確立（はい・たつ・です、授業の

開始終わり、あいさつ（語先後礼）、ノート指導、話型、ハンドサイン、動物体操等活用し
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た姿勢保持）等の発達段階に応じた統一 

●体つくり運動・コォーディネーショントレーニングの授業の中でも充実 

〇体力向上月間（府中ロープチャレンジ・縄跳びボード、持久走等）の充実 

〇プログラミング教育 

 

（２）生活指導 

 ○友達のよさと自らのよさを認め大切にする自己肯定感、自己有用感、自尊感情の育成、他者

理解・他者尊重の向上 

〇外遊びの推奨（一緒に外へ） 

〇多面的な児童理解を通して、いじめ・不登校の未然防止 

●けじめをつけ、最後までやり抜かせ、児童の力と自己肯定感を高める 

〇指示の出し方、リズム、歩き方等を工夫し、集団としての安心・安全を高める。 

●あいさつ（語先後礼）・感謝をしっかり言える子の育成し、みんなが気持ちよく過ごせる環

境を作る。 

○特別支援教室関係者・関係諸機関との連携と効果的な活用 

 

（３）学校運営 

●学年運営強化 学年内交換授業（低学年各学期１単元以上、３～６年年間を通した実施）で

授業力向上を図ったり、専科教員副担任制（担任と専科の協力体制）（給食補教・引率だけ

ではなく何ができるか）をしたりして児童を多面的に理解しての指導 

●教材のデジタル化・共有化を進め、ICT を効果的な活用 

〇オリンピック・パラリンピック教育の推進や体力向上・異学年交流などを通して、児童の力

と自己肯定感を高めていく指導 

○教職員のワークライフバランス、校務の効率化等による負担軽減で児童と向き合う時間の確

保とハッピー休暇（自分のための休暇）取得ややりがいをもてる取組の推進 

〇1 人 1 役ではなく、複数体制で協同して取り組む校務分掌（組織として何ができるかボトム

アップ） 

〇チーム矢崎として全員が協力する、明るく元気な職員集団を作る。 

 

（４）特別活動・その他 

●異学年交流・縦割り班活動充実 

〇学級会等話し合い活動の充実 

〇コミュニティ･スクールをはじめ、地域活用推進 

●環境整備、安心・安全・きれいな学びの場つくり推進 

●児童の主体性向上に向けて教師が例示の提示 

 

（５）能力開発、研修・研究 

○組織貢献力、研究・研修・分掌への主体的な参加、チーム矢崎としての情報共有 

●I CT 教育の先行実施校として ICT を活用した児童に効果のある授業の推進（研究授業か授業

観察時に 1 回は授業実施） 

〇プログラミング教育研究推進し論理的に思考する児童の育成 

〇道徳の校内研修の充実（研究授業か授業観察時に 1 回は授業実施） 

〇授業観察の充実（学年会等での検討・なるべく参観） 

●OJT の推進。教える側も向上する。情報共有も OJT 

 

 

２ 重点目標と方策 

  上記の教育活動の目標と方策を受けて、重点項目の中からさらに厳選した重点目標と数値目標

を設定し、児童・保護者・教員対象のアンケート結果等から目標達成をめざす。 
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１）学習指導 

 〇基礎基本の定着、けじめをつけ、最後までやり抜かせ、児童の力と自己肯定感を高める 

児童  授業中すすんで学習に取り組んでいる。                 ８０%以上 

保護者 お子さんは、学習したことが分かり、すすんで学習している。       ８５%以上 

教員  個に応じて「わかった。できた。身についた。」と思える UD の授業の実施 ９０%以上 

 

〇矢崎スタンダード（学習規律）の確立 

教員  小中連携を基盤とした、発達段階に応じた統一           ９０%以上 

 

〇体力・運動能力の向上 

児童  すすんで運動をしている                     ８５%以上 

保護者 学校は、体力向上に向けて充実した取り組みをしている       ９０%以上 

教員  体つくり運動・コォーディネーショントレーニングの充実      ８０%以上 

 

（２）生活指導 

〇あいさつ（語先後礼）・感謝をしっかり言える子、みんなが気持ちよく過ごせる環境を作る。 

児童  「おはようございます」など、すすんであいさつをしている     ９０%以上 

児童  「ありがとう」など、すすんで感謝の気持ちを伝えている      ９０%以上 

保護者 お子さんは、すすんで挨拶している                ８０%以上 

保護者 おお子さんは、友達と仲良く、元気に生活している         ９５%以上 

保護者 学校は、子供たちにあいさつや社会のルールを適切に指導している  ９０%以上 

 

〇安心・安全な学校 

児童  学校やクラスのきまりを守って安全に生活している         ９０%以上 

保護者 お子さんは、健康や安全に気を付けて活動している         ９０%以上 

教員  環境整備、安心・安全・きれいな学びの場つくり推進        ８０%以上 

 

（３）学校運営 

〇学年運営強化 

児童  先生は分かりやすく教えてくれている               ９５%以上 

児童  勉強や生活で、こまったときは先生に相談できる          ９０%以上 

保護者 教員は、学年や学校で協力して子供の指導にあたっている      ９０%以上 

教員  学年内交換授業で授業力向上を図ったり、専科教員副担任制 

をしたりして児童を多面的に理解しての指導            ９０%以上 

 

〇教材のデジタル化・共有化を進め、ICT を効果的な活用 教員      ８５%以上 

 

（４）特別活動・その他 

〇異学年交流・縦割り班活動充実 

児童  友だちを大切に協力している                   ９０%以上 

保護者 学校は、子供たちに行事や集会活動等を通して、 

豊かな人間関係を育む指導をしている               ９５%以上 

教員  異学年交流・縦割り班活動等を充実させた             ９０%以上 

 

（５）能力開発、研修・研究 

〇I CT 教育の先行実施校として ICT を活用した児童に効果のある授業の推進 

教員   ９０%以上 

 

〇OJT の推進。教える側も向上する OJT・情報共有 

教員   ９０%以上 
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３ 市教委施策に対する取組目標 

（１）府中版コミュニティ･スクールの推進 

  〇農業関連の体験活動においてコーディネーターと担当教員が地域協力者と連携を図り、計

画した活動を滞りなく実施する。 

   ・５年 … 米づくり体験（田植え、稲刈り、脱穀） 

大根づくり体験（収穫後、府中市「農業まつり」において販売体験実施） 

   ・１～４年 … サツマイモ栽培体験 

  〇府中水辺の楽校と連携した多摩川体験学習 

   ・４年 … 総合的な学習の時間に「多摩川たんけん隊」を位置付け、一年をかけて多摩川

に棲む生き物、河川敷の植物・昆虫・鳥、多摩川の源流探索を行い、多摩川を

深く知るとともに、ふるさととして愛する心を育成する。 

  ○地域を生かした学習 

   ・３年 … 大東京卸売センターを教材とした学習を社会科年間計画に位置付け、お店の思

いや工夫等を学ぶとともに、学んだ成果を卸売センターの「矢崎小の部屋」で

発表する。 

 

（２）小中連携、一貫教育の推進 

 （ア）各校の教育課題の共有からの連携の推進 

   ○分科会を教科の縦割りから「ICT 教育」「授業における特別支援・UD」「問題解決的な授

業」「探究的な楽手かつデオウ・総合的な学習の時間」「授業規律・ノート指導等」の

5 つの分科会に分かれ、小中が連携して取り組み、学びの連続性をさらに実現していく。 

〇各分科会を中心に、小中の実際の交流場面を洗い出し、実現していくとともに、さらに

充実した活動を見出す。 

 （イ）三中、南町小との連携強化 

   ○管理職レベルの連携を密にするとともに、コーディネーターをさらに活用し、教員レベ

ルでの連携強化、活動の創造を促す。また、３校の連絡会を生かす中で、全教員参加の

小中連携、一貫教育実施協議会の内容を充実させていく。 

 

（３）学校経営支援予算の活用 

  〇学校経営支援予算を有効に活用し、適切な人材を確保するとともに、子供たちへの支援の

ために充てる。 

＜具体的な支援場面＞ 

   ・個別の学習支援  ・個別の生活指導       ・学校図書館司書 

   ・理科学習支援   ・夏期休業中の水泳指導補助員  

 

（４）副校長等校務改善支援事業の活用 

  〇週計画や月行事の管理・作成を依頼するとともに、６年全国学力調査保護者公表の児童質

問紙調査クロス集計、学校評価アンケートの集計など各種調査集計を行ってもらう。 

  〇事務補助支援員も含め、担任等他の教員の校務も補助として活用する。 


