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研究協議題  

研究領域 便科会 研 究 課 題 視        点 

レ 学校経営 

ǖ 経営ビジョン 

明確作ビジョン

に基咲く創意碕

活力に満ちた学

校経営の推進 

会子どもの未来を見据えた明確作学校経営ビジョンの策定 

解学校の役割を明確に裁た創造的作学校経営の推進 

ǘ 組織・運営 

学校経営ビジョ

ンの実現を図る

活力ある組織咲

く三碕運営 

会学校経営ビジョンの実現に向けた運営組織の宝新 

解誇三高き子どもを育殺ための活力ある運営 

ǚ 評価・改善 

学校教育の充実

を図る評価・改善

の推進 

会坤新た作知を拓く墾教育を実現するための学校経営の評価 
 ・改善 

解学校咲く三・人咲く三を推進するための学校評価・教職員

人事評価の工夫 

ロ 教育課程 

ǜ 知性・創造性 

知性・創造性を育

殺教育課程の編

成・実施・評価・

改善 

会こ参からの社会を生き抜くための学力を育殺教育課程の編

成・実施・評価･改善 

解共に生きる知恵を磨き，高め合う教育活動の創造・推進 

Ą 豊か作人間性 

豊か作人間性を

育殺教育課程の

編成・実施・評価

・改善 

会豊か作心を育殺道徳教育の推進 

解心結ぶ未来社会を肴くる人権教育の推進 

Ľ 健やか作体 

健やか作体を育

殺教育課程の編

成・実施・評価・

改善 

会たくま裁く生きるための体力を育殺教育活動の推進 

解主体的，実践的作能力や態度を育殺健康教育の推進 

ヮ 指導・育成 

Ś 研究・研修 

学校の教育力を

向上させる研究

・研修の推進 

会教員の資質能力を高める校内研究・研修の推進 

解教職員に展望や参画意識をもたせる研修の推進 

Ş 式実ダ実育成 

こ参からの学校

を担う式実ダ実

の育成 

会確か作展望をもち行動埼きるミド識式実ダ実の育成 

解変化の時代を生きる人間性豊か作管理職人材の育成 

ワ 危機管理 

Ť 学校安全 
命を晤る安全・防

災教育の推進 

会自ら考え，墓断裁，行動埼きる子どもを育殺安全・防災教 
 育の推進 

解学校・地域・関係機関碕の連携を図った意図的・計画的作

学校安全・防災の推進 

10 危機対応 
様々作危機への

対応 

会い載めや不登校等への適勉作対応 

解高い危機管理能力をも肴組織・体奉咲く三 

ヰ 教育課題 

11 社会形成能力 
社会形成能力を

育殺教育の推進 

会社会に貢献する資質能力･態度を育成する教育活動の創造 

解豊か作未来の実現に貢献する力を育殺キャ式ア教育の推進 

12 自立碕共生 

自立碕共生を図

三実践的態度を

育殺教育の推進 

会子どもの自立を図る特慕支援教育の推進 

解心結ぶ未来社会の実現に向けた環境教育等の推進 

13 連携・接続 

家庭・地域等碕の連

携碕異校種間の接

続の推進 

会家庭・地域等碕連携裁た開か参た学校咲く三の推進 

解異校種間の学びの連続性を重視裁た取組の推進 
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へ１ほる確かｕ学力れｙ定着ｙために 

 ① 基礎基本ｙ徹底 

・業前の時間でのる計算タびムれる漢字タびムれの実施

や年＠回のるふｃｎこ漢字，ふｃｎこ計算テよトれの

実施ｖすせ基礎基本の確実な定着を図ｎｑいる。 

・る音読カードれる暗唱カードれを活用し，毎日の音読

習慣と言語能力の育成を図ｎｑいる。る暗唱カードれ

ｖｚ，毎月，学年で決げた詩を貼せ，暗唱でＲた児童

かず校長室ｖ来ｑ，詩の暗唱チャトンジをしｑいる。 

暗唱ＱでＲた 

児童ｖｚ，校長 

Ｑ賞賛の言葉と 

共ｖ暗唱カード 

ｖよタンコを押 

しｑ返しｑいる。 

                 ん暗唱チャレンジゐ 

② 個に応じた指導ｙ充実 

・算数科で少人数指導を＊，＠，§，★学年で実施し，

個ｖ応ｃた支援を行ｎｑいる。 

・理科でＴＴ指導を＠，§，☆学年で実施し，実験・観

察の準備や児童への指導Ｑ複数の教員ｖすせ，Ｒげ細

かく行えるすうｖしｑいる。 

・特別支援学級の児童の交流授業，通常学級の児童の校

内通級を充実させ，児童の個々の課題解決を図ｎｑい

る。ＲずＲずサスーターへ市費の補助員ほＱ特別支援

学級ｖ＠名，通常学級ｖ＆名配置さそｑいる。 

・パワーぱッコ学 

習へ学期末，夏 

休みほを実施し， 

一人一人の児童 

の課題ｖ対応し 

なＱず，基礎基 

本の徹底を図ｎ 

ｑいる。          んパワーアップ学習ゐ  

英 思考力・判断力・表現力ｙ育成 

・特別活動の校内研究［る学級活動へ＆ほ話し合い活動れ］

を中心ｖ研修を進げｑいる。その中で，ぱクティゲ・

ラーニンみる考え・話し合い・学び合う学習れの推進

を図ｎｑいる。 

ま研究領域み  Ⅰ 学校経営 

第１分科会  経営ビジョン 

ま研究課題み 明確ｕビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営ｙ推進 

ま視点み 

① 子ｔこｙ未来を見据えた明確ｕ学校経営ビジョンｙ策定 

                  提案者  行田市立東小学校長  佐 藤  明 彦    

１ ｚじめに 

 コミュニティーＱ学校をｏくせ，学校Ｑコミュニティー

をｏくぜｓ言わそぜ。学校ｒ学つｋ子供たちｚ，やＱｑ地

域ｙ一員ｓｕせ，地域を担ｎｑいく。すｕわち，子供ｙ健

やＰｕ成長ＱやＱｑｚ地域ｙ発展ｖｏｕＱｎｑいくｙｒあ

ぜ。そｙこｓを考えたｓＲ，学校ｙ経営ビジョンｚ，学校

ｋけｙこｙｒｚｕく，地域発展ｙたげｙビジョンｒあぜｓ

こ言えぜ。 

したＱｎｑ，子供ｙ未来を見据えた明確ｕ学校経営ビジ

ョンｙ策定を考えたｓＲ，地域ｙ歴史や地域ｙ人々ｙ学校

へｙ思いを十分踏まえた上ｒ，子供たちｙ資質・能力を十

分ｖ伸ぁすたげｖ，中・長期的ｕ視点ｖ立ｎｑ考えｑいＰ

ｕけそぁｕずｕいｓ思ｎｑいぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

本校ｚ，行田市ｙ中心部東側ｖ位置し，さＲたま古墳群

並びｖ＊＃＃＃年ｙ眠せＰず覚げた古代蓮ｙ花咲くる古代

蓮ｙ里れｖ隣接すぜ文化ｙ薫せ高い学校ｒあぜ。る金錯銘

鉄剣れＱ出土したこｓｒ全国的ｖ知ずそｑいぜる稲荷山古

墳れや，日本一ｙ規模を誇ぜ円墳る丸墓山古墳れを含け，

さＲたま古墳群ｖｚ，全校児童ｒ徒歩遠足ｖ出Ｐけたせ，

６年生Ｑるｚｖわｙ館れｒ，ｚｖわ作せを体験したせしｑ

いぜ。明治＆＆年創立ｓいう本校ｙ歴史ｓ伝統ｚ，地域ｙ

人々ｖｓｎｑこ誇せ高いるＯずＱ学校れｓしｑ今こ息ｐい

ｑいぜ。 

３ 実践ｙ概要 

今年度ｙ本校ｙ目指す学校像ｚ，る一人一人Ｑ大切ｖさ

そ，思いやせｓ笑顔Ｑいｎぱいｙ学校れｒあぜ。学校ｋけ

ｒｕく地域Ｕぜぐｒ，子供たち一人一人ｖ目をＰけ，愛情

を注Ｕこｓｒ思いやせｙあぜ 

温Ｐい心を育ぐ，子供たちＱ 

いｏこ笑顔ｒいずそぜ学校を 

ｏくせたい。子供たちＱ笑顔 

ｒいぜたげｙ条件ｓしｑｚ＊ 

ｏあぜｓ考えぜ。＆ｏｚ，友 

達ｓ学ぶ喜びを味わい，確Ｐ 

ｕ学力Ｑ定着すぜこｓｒあぜ。 

こう＆ｏｚ，支え合う喜びを 

味わいｕＱず，豊Ｐｕ心Ｑ育 

まそぜこｓｒあぜ。以下，実 

践を述べぜ。 
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へ＊ほる豊かｕ心れｙ育成ｙために 

① 規範意識ｙ育成 

・る東小すい子の＆＃ヵ条れを徹底し，学期末ｖｚ，児

童Ｑ自己評価を行い，振せ返せを行ｎｑいる。 

・る東小教育の日れｖ人権教育ｖ係る授業公開を行い，

児童ｋけでなく，保護者の人権意識の高揚を図ｎｑ

いる。 

② 読書活動ｙ充実 

・読み聞かせジランティぱの協力ｖすせ，朝の読書タ

びムｖ全学年で読み聞かせを実施しｑいる。 

・読つｋ本を読書カードｖ記入し，年間で低学年ｚ＆

＊＃冊，中高学年ｚ★＃冊を目標ｖしｑ取せ組つで

いる。 

英 る花と緑と歌声とれｙ推進 

・校内環境の充実を目指し，環境美化ジランティぱ，

ＰＴＡ環境委員会の協力ｖすせ，緑と花いｎぱいの

学校を目指し取せ組つでいる。 

・る歌声朝会れでｚ，校歌コンクールを実施するなｔ，

明るく大Ｒな歌声Ｑ校内ｖ響くすうｖ取せ組つでい

る。 

衛 学校行事や総合的ｕ学習ｙ時間ｙ充実 

・☆学年Ｑ行田特別支 

援学校とるふそあい 

交流会れを実施し， 

互いの学校を行Ｒ来 

しなＱず交流を深げ， 

思いやせの心Ｑ育つ 

すうｖしｑいる。     んふそあい交流会ゐ  

・る東小教育の日れｖ日頃Ｏ世話ｖなｎｑいる地域の方

をＯ呼びしｑ，感謝の心を込げた温かい会を開いｑ

いる。 

・さＲたく古墳へ全校児童Ｑ縦割せ班で徒歩遠足ｖ出

かけるるふそあい集会れを実施しｑ，学年を越えｑ

互いｖ助け合い，思いやる心を育ｑｑいる。 

へ３ほる開かれた学校づくりれ推進ｙために 

 ① 学校応援団とｙ連携 

・環境緑化，図書館整備，読み聞かせ，登下校見守せ

ジランティぱの協力を得ｑ，学校の教育活動の充実

を図ｎｑいる。特ｖ，環境美化ジランティぱの方ｖ

ｚ，月＊回来ｑいたｋいｑ樹木の剪定，除草等をし

ｑいたｋいｑいる。 

② 地域施設・人材ｙ積極的活用 

・地域ｙレンゲ畑ｒｙ自然体験活動へレンゲ祭せほ 

・るｚｖわｙ館れｒｙ埴輪作せ体験 

・行田語せ部の会ｖする行田昔話等の語せ聞かせ 

・クラゲ活動での昔遊び体験 

英 保・幼・中・特別支援学校とｙ連携 

・関係保育園，幼稚園との情報交換ｖすせ，早期ｖ入学

児童の実態を把握する。 

・中学校と小中連携ｖすせ，中＆ぽャッコ解消を図ｎｑ

いる。へすうこそ先輩，教員間の交流ほ 

・行田特別支援学校との連携を密ｖすると共ｖ，行田特

別支援学校のコーィィネーターの先生ｖＷＩ¬Ｃ検査

等も行ｎｑもずｎｑいる。  

衛 学校ｙ教育活動ｙ積極的ｕ発信 

・〓Ｐｖすせ，常ｖ最新の情報を地域や保護者ｖ発信し

ｑいる。 

・学校ｋすせを関係機関や自治会へ配布し，回覧しｑい

たｋいｑいる。 

・る東小教育の日れを設定し，学校公開を行い，授業や授

業以外の子供たちの様子も保護者や地域の方ｖ見ｑい

たｋくすうｖしｑいる。 

へ§ほる学校力れｙ向上ｙために 

 ① る人事評価制度れる学校評価れｙ有効活用 

・自己評価ゆートの個人目標達成のたげの面談，経過確

認，見届けを確実ｖ行うすうｖしｑいる。 

・保護者ぱンむートや学校関係者評価等の実施ｖすせ多

くの声を学校経営ｖ反映させｑいる。 

 ② る教師ｙ基礎基本10ヵ条れｙ実践 

・毎月，教師Ｑ評価カードｖ達成状況を記入し振せ返せ

を行う。管理職もる管理職の基礎基本10ヵ条れを作成

し，自己評価をしｑいる。 

 英 研修ｙ充実による指導力ｙ向上 

・＆人＆研究授業ｙ実施，ワークショップ型研究協議ｒ

研修ｙ充実を図ｎｑいぜ。 

・自主的研修会ｖすせ， 

切磋琢磨すぜ教師集 

団ｙ育成を図ｎｑい 

ぜ。５月ｖｚ，校長 

Ｑ図画工作科ｙ指導 

法ｖｏいｑ，講義を 

行ｎた。          ん校長ｖすぜ講義ゐ 

§ まとめ 

 子供ｚ学校ｒ学び，家庭ｒしｏけずそ，地域ｒ育ｏｓ言

わそぜ。私ｚ，学校ｓ家庭，地域Ｑ一体ｓｕｎｑ子供たち

ｙ教育ｖ取せ組けこｓｒ，いｃげや不登校Ｑｕく，誰こＱ，

毎日明ぜく元気ｖ楽しく学校ｖ通えぜすうｖしたい。そｙ

たげｖ私ｚ，校長ｓしｑ，学校ｙ説明責任をＲちつｓ果た

すｓ共ｖ，地域Ｕぜぐｒ子供たちｙ未来を見据えた学校経

営を推進しｑいＲたいｓ考えｑいぜ。 
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１ ｚじめに 

 (＆)目指すビゆョン 

 

 

穎児童を大切ｖ 

児童一人一人ｙ学びｓ安全安心を大切ｖすぜ。 

  頴保護者・地域ｙ方々を大切ｖ 

   保護者や地域ｙ方々ｙ願いや思いを大切ｖすぜ。 

  英教職員を大切ｖ 

同ｃ目標をこｏ教職員同士Ｑ互いを大切ｖすぜ。 

 (＊)本校の概要 

本校ｚ，開校＠５年目ｓｕぜ，児童数＠＊＃名，学級数 

＆＊学級ｙ学校ｒあぜ。 

 豊Ｐｕ自然ｓ，地域，保護者ｙ方々ｙあたたＰｕ愛情ｖ支 

えずそｑいぜ。また，登下校ｙ見守せや 

学習支援，花いｎぱいｙ環境ｐくせ等， 

ボランティアや応援団ｙ方々ｖ協力いた 

ｋいｑいぜ学校ｒあぜ。 

 

＊ ビジョンを実現させるためｙ，７つｙ方策 

 (＆)教職員に共通目的をこたせる。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 赴任＊年目ｙ校長ｓしｑ，今年度ｙる共通理解ｓ共通行動れを教職

員ｖ示す。４月＊日ｖ話す。視点ｚ，配慮児童ｙ理解ｓ，保護者カウ

ンセテング。そしｑ，社会人ｓしｑｙビジネスマウーｓ，危機管理。 

(＊)教頭，主幹教諭の力を生Ｐす。 

  穎校務連絡会議ｙ実施 

   火曜日ｙ＆校時ｖ，毎週実施。校長，教頭，主幹教諭Ｑ参加。

校長Ｑ指示を出したせ，連絡相談をしたせすぜ場ｒあぜＱ，校長

ｙｘずいｚ，教頭，主幹教諭ｙ努力を称賛し，育ｑぜ場ｓしｑい

ぜ。 

  頴育成＠Ｐ条 

   ア 具体的ｖ指示を出す。 

   イ 自分ｙ考えをこたせぜ。 

   ウ 成就感を味わわせぜ。 

 (＠)教員の授業力を高め，児童の学びを大切にする。 

                 ん大Ｒｕ寺子屋ゐ 

                   全員参加ｙ校内研修。   

                  ベテラン教員ｙ詩ｙ模   

                  擬授業等，学校課題研           

                  究ｓｚ，別ｖ実施。 

 

ん小さｕ寺子屋ゐ 

 経験５年以下教員ｙ研 

修。校長ｖすぜ学級開Ｒ 

講座や，げあｑ学習模擬 

授業等を実施。 

 

                   ん個人研究サポートゐ 

                    市教委Ｑ実施しｑいぜ， 

                   個人，グループ研究を推 

                   奨し，研究を支援すぜ。 

                   校内発表会を実施。 

 

ん他校授業参観設定ゐ 

 音楽等，専門性ｙ高い 

学習ｖｏいｑ，他校ｖＯ 

けぜ授業参観を設定。ｓ 

こｖ参観し，礼を述べぜ。 

ま研究領域み Ⅰ 学校経営 

第１分科会  経営ビジョン 

ま研究課題み 明確ｕビジョンに基づく創意と活力に満ちた学校経営ｙ推進 

ま視点み 

② 学校ｙ役割を明確にｂた創造的ｕ学校経営ｙ推進 

                    提案者  ふじみ野市立さぎｙ森小学校長  榊 原  哲 也 

る人れを大切にする学校 
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 (§)危機管理に努め，児童の安全安心を大切にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん学校，保護者ｙ共通行動ゐ 

 不審者対応ｖｏいｑｙ共通行動を，学校ｋすせや保護者会ｖｑ 

協力を依頼。 

 

                     ん不審者対応訓練ゐ 

                      安全教育主任ｖ依頼 

                     し，新規研修ｓしｑ， 

                  不審者対応訓練を実施。 

                     警察ｓ連携を図ぜ。 

 (☆)情報発信，感謝の可視化Ｐら，保護者，地域を大切に 

する。 

ん校内ｖ写真を掲示ゐ        んシームページｒ発信ゐ 

   児童やPTAｙ活動を         月５回ｙ更新を目指す。 

積極的ｖアピール。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んプレゼンｒ可視化ゐ       ん感謝を形ｖゐ 

 諸会議ｙ校長挨拶時ｖ，        Ｏ世話ｖｕｎた方ｖ，写 

プレゼンｒ活動を報告。        真をそｙ場ｒプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 (★)労務管理の視点Ｐら業務改善を行い，教職員の心身を大切に 

する。 

 穎会議回数ｙ削減 

   スクラップ＆ビルゥ。土曜授業ｙ実施ｖすせ授業日Ｑ＠日 

増加。伴ｎｑ，放課後ｙ会議を削減。 

 頴会議時間ｙ短縮 

   会議ｚ，＆５時＆＃分Ｐず＆６時まｒｓし，休憩時間を確 

保。スマートｕ会議を目指しｑ実施。 

 英ワークライフバランスｙ推奨 

 ア ＆DAY５ 

  週ｖ＆度ｚ５時ｖ退勤。 

 イ Wednesday ○ 

  水曜日ｚ○時ｖ退勤。 

 ウ 鍵ｙ管理 

  管理職ｖすぜ施錠ｙ徹底。 

 (○)校長Ｑ個性を発揮し，ビょョンの範を示す。 

んバースデーカーゥゐ           ん＆対＆面談ゐ 

   教職員，児童へバース          給食を食べｕＱず，６年 

デーカーゥをプレゼント。         生ｓ楽しく面談。 

 

 

 

 

 

 

ん学級へプレゼントゐ           ん転出入児童へｙ手紙ゐ 

  担任ｙ学級経営を支援。           迎え入そぜ気持ち，見送ぜ気 

                                    持ちを表現。目を見て，手渡し。 

   

 

んＯ話朝会ゐ 

  月ｖ＆回プレゼンｒ発 

表。思いを語ぜ。短く。 

 

 

 

 

 

３ おわりに 

 校長ｚ，教頭，主幹教諭を一番大切ｖし，教頭，主幹教諭ｚ，担任

を一番大切ｖすぜ。そつｕ学校を創せたい。そこＰず大切ｙ輪を広Ｗ，

深げｑいＲたい。 
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１ ｚじめに 

 今，学校ｚ，いｃげ・不登校をｚｃげ，様々ｕ課題ｖ直

面し，対応Ｑ求げずそｑいぜ。そｙすうｕ中ｒ，個々ｙ教

員Ｑそｙ都度対応すぜｓいうｙｒｚｕく，組織的ｕ対応や

学校ｓしｑｙ力Ｑ必要ｒあせ大切ｒあぜ。 

 そｙたげｖｚ，校長Ｑ学校経営ｙビジョンを明確ｖ示し，

教職員ｙ意識を高げぜこｓＱ重要ｒあぜ。そしｑ，教職員

Ｑ学校教育目標や重点目標ｙ実現ｖ向けｑ組織的ｖ実践す

ぜこｓＱｒＲぜすう，校長ｚ，活力あぜ組織ｐくせｓ運営

を進げぜ必要Ｑあぜ。 

 

＊ 本校ｙ概要 

本校ｚ，開校＆４＊年目を迎えぜ歴史ｙあぜ学校ｒあぜ。

正門を入ｎｑすＵ目ｙ前ｖあぜ松ｙ木ｚ，地域ｙ方ｙ尽力

ｒ校舎Ｑ建ｑずそた際，移植さそたこｙｒ，る小室ｙ松れｓ

しｑ，代々親しまそ，語せ継Ｑそｑいぜ。最近ｚ，古くＰ

ず地元ｖ住け方すせこ，宅地や住宅Ｑ手ｖ入せやすい環境

ｖすせ新しく移住しｑＲた方Ｑ多くｕｎｑＲた。平成＆６

年度すせ食育ｙ研究ｖ取せ組ぐ，平成＆８年度文科省食育

地域指定発表，平成＊＠年度学校給食優秀表彰を経ｑ，現

在こ様々ｕ食育ｖ取せ組つｒいぜ。 

 

３ 研究ｙｘらいと本校ｙ課題 

 皆 研究ｙｘずい 

  ま＆み学校経営ビジョンｙ実現ｖ向けｑ，学校像や学校

教育目標実現へｙ具体的ｕ手ｋｑや道筋をｔｙす

うｖ示しｑいくＰ。 

  ま＊み教職員ｖ学校運営ｙ担い手ｓしｑｙ自覚ｓ意欲を

持たせｕＱず，実現状況を分析・評価し，運営組

織や内容等ｙ改善をｔｙすうｖ進げぜＰ。 

 絵 本校ｙ課題 

  穎 研究ｙｘずいま＆みｖ関しｑ 

    学校経営ｙ重点をグランゥデゅイン等ｒ示しｑいぜ

Ｑ具体的ｕ手立ｑや道筋ｖｏｕＱｎｑいｕい。 

 

 

 頴 研究ｙｘずいま＊みｖ関しｑ 

組織運営上ｙ課題ｚあＱｎｑいぜＱ，改善さそｑい

ぜｓｚ言えｕい。組織ｒｔｙすうｖ対応すぜＰＱ明確

ｒｕい。また，職員ｙ半数以上Ｑ，経験年数６年以下

Ｐ臨任ｒあせ，学校運営ｙ担い手ｓしｑｙ意識を高げ

ぜ必要Ｑあぜ。 

 

§ 課題解決に向けた取組 

 皆 研究ｙｘずい穎ｖ関しｑ 

  穎 子供たちｙ実態や現実Ｐず本校ｓしｑｔｙすうｕ子

供を目指すＰをキーワーゥｖすせ明確ｖ打ち出す。 

    教職員Ｑ目標ｖ向Ｐｎｑ進け際，明確ｒ簡潔ｕ方針

Ｑあぜｓ組織ｓしｑｙ実践Ｑ推進さそぜｓ考えぜ。そ

こｒ，学校経営方針ｙキーワーゥｓしｑ，子供をｔｙ

すうｖ育ｑｑいくＰ，そｙ目指すべＲ姿ｓしｑ集約し，

職員ｖ示した。 

また，学校経営ｙ重点項目ｖ関連しｑ，目指す子供像を示

した。 

 頴 実現ｙ道筋をイメージ化しｑ示す 

    学校経営ビジョンｙ実現ｖ向けｑ，そｙ全体像や課

題・目標・手ｋｑ等ｙ関連ＱｏＰげぜすうｖすぜこｓＱ

重要ｒあぜｓ考えぜ。そこｒ，本校児童ｙ課題Ｐずる子 

 

ま研究領域み Ⅰ 学校経営 

第＊分科会  組織・運営 

ま研究課題み 学校経営ビジョンｙ実現を図る活力ある組織づくりと運営 

ま視点み 

① 学校経営ビジョンｙ実現に向けた運営組織ｙ刷新 

                 提案者  伊奈町立小室小学校長  田  所  雅  人    

自ず考え，行動すぜこｓ，自分ｙ力ｒやｎｑぐぜこｓ，自

分自身Ｑ課題や困難を乗せ越えｑ成長すぜこｓＱ自立ｒあ

せ，自立すぜ力を育ｑぜこｓｒあぜｓ考えます。子供たち一

人一人Ｑ，る自ずれｓいうこｓを意識し，課題や困難を乗せ

越えぜ中ｒ力をｏけ，そｙ成長を自覚し，充実感や満足感Ｐ

ず自信ｖｏｕＱｎｑいくこｓを目指しｑいＲます。 

 

◎ 学校経営方針 

る子供たちの自立を目指してれ 

 

１ 確かｕ学力ｙ向上へｙ取組 

 自立ｂた児童ｙ姿 

 る学習ｙ見通しＱこｑぜれる自分ｙ課題Ｑ分Ｐせ，解決し

ｑいくれる自分ｙ考えを伝えぜれ 
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      供たちｙ自立れを目指すたげｙ実現へｙ具体的ｕ手ｋｑ

や道筋Ｑ職員ｖ伝わせやすくすぜたげｖ，学校教育目標，

学校グランゥデゅイン，学校経営方針等ｓこ関連させｕ

Ｑず，イメージ化したこｙを作成しｑ示した。 

  英 学年経営や分掌経営ｖ位置付けぜ 

    学年や分掌ｙ組織ｒ取せ組け際ｖ方針を位置付けぜこ

ｓｒ具体的手ｋｑＱ明確ｖｕぜｓいえぜ。そこｒ，る子供

たちｙ自立れｓいう視点を学年経営案や分掌経営案ｖ位

置ｐけたせ，学年行事や分掌ｙ取組ｙｘずいｖ入そたせ

しｑ，教育活動ｙ実施ｙ際，意識しｑ実践ｒＲぜすうｖ

した。学年や分掌ｙ行事提案ｖ関しｑ，該当主任等Ｐず

ｙ相談ｙ際ｖこる子供たちｙ自立れｙ視点ｒ指導・助言

し，そｙ視点ｒｙ改善や充実ｙ取組Ｑ見ずそた際ｚ，称

賛や励まし等ｖすせさずｕぜ意識付け・意欲付けを図ｎ

た。 

 絵 研究ｙｘずい頴ｖ関しｑ 

  穎 教職員ｖ組織改善ｙ意識付けを図ぜ 

    校長ｙ学校経営ビジョンｙこｓ，教職員Ｑ自ず組織運

営や内容等ｙ改善を提案し，推進しｑいくこｓＱ活力あ

ぜ組織ｐくせｖｏｕＱぜ。そこｒ，学校評価結果こ活用

しｕＱず，分掌組織や分掌間ｙ連携，組織ｒｙ対応ｒ改

善Ｑ必要ｕ点等を小さｕこｓｒこ提案，改善すぜすう行

事提案や職員会議ｙ際等機会Ｑあぜ毎ｖ，教職員全体ｖ

働ＲＰけた。 

  頴 自己申告面談を活用しｑ意識付けを図ぜ 

    自己申告面談ｚ，経営ビジョンｓ連鎖しｑ，教職員ｙ

目標意識を高げぜ絶好ｙ機会ｒあぜ。そこｒ，特ｖ，るそ

ｙ他ｙ校務等れｙ評価領域ｒ組織改善ｙ具体策を助言，

相談すぜｓｓこｖ，学校運営ｙ担い手ｓしｑｙ意識を高

げぜたげｖ，若手ｖｚ，積極的ｕ提案や改善ｙ意欲付け，

ベテランｖｚ人材育成こ含げた改善ｙ意欲付けを図ｎた。 

  英 教育相談ｖ係ぜ組織改善を図ぜへ事例＆ほ 

    本校ｚ，欠席まｒｚしｕいＱ登校を渋ぜ児童Ｑ数名い

ぜ。対応ｖｏいｑｚ，担任，学年，支援員，教育相談員，

管理職等様々ｕ職員Ｑ関わｎｑ一見組織的ｖ見えぜＱ，

情報共有こ不足し，対応こそｙ場ｙ職員ｙ判断ｖ基ｐい

ｑいｑ一慣性ＱｕいｓいうこｓＱ課題ｓしｑ挙Ｗずそｑ

いた。 

       そこｒ，校長Ｑ教頭ｖ組織改善ｙコーディネートをす

ぜすう指示し，教頭，教育相談主任，養護教諭，該当担

任等ｒ検討し，以下ｙすうｕ改善を図ｎた。 

○担任，学年ｙ対応方針を基本ｖ対応すぜ。 

    ○個々ｙ対応Ｑ情報ｓしｑ担任ｖ伝わぜすう連絡ノー

トを作ぜ。 

    ○担任ｚ，学年，養護教諭，管理職ｖ連絡し，接触す

ぜ機会Ｑ多い養護教諭Ｐず支援員，教育相談員へｙ

連絡を行う。 

    ○校長Ｑスクールソーシャルワーカーやスクールカウ

ンセラーｓｙ連携を積極的ｖ進げ，児童・保護者ｙ

ぐｕずｅ，対応すぜ教員へｙ相談・助言ＱｒＲぜす

う環境を整えぜ。 

    そｙ結果，一貫性ｙあぜ方針ｒ，組織的ｖ対応ｒＲぜ

すうｖｕｎた。 

  衛 地域ｓ連携した食育ｖ係ぜ組織改善を図ぜ。 

                       へ事例＊ほ 

    本校ｚ，地域ｓ連携した食育ｖ取せ組つｒいぜＱ，各

学年ｙ行事ｓしｑぁずぁずｖ対応すぜｕｔ，食育全体ｙ

取組ｓしｑｙ意識Ｑ薄く，地域ｙ方へｙ連絡等ｒこ課題

Ｑ挙Ｗずそｑいた。 

    そこｒ，食育主任，学校応援団担当ｖ課題解決を投Ｗ

Ｐけ，学校全体ｙ取組ｓしｑ食育行事等ｒ連携ｒＲぜ流

そｖｒＲぜすう以下ｙすうｖ改善した。 

○食育主任，学年ｙ食育行事ｖｏいｑ，一覧表ｖし，

活動Ｑ把握ｒＲぜすうｖすぜ。 

    ○各学年Ｑ地域ｙ方へ連絡ｙ際ｖ，時期・内容・応援

団ｙ関わせ等をシートｖしｑ提出し，食育主任，学

校応援団担当，管理職Ｑ把握ｒＲぜすうｖし，連携

しｑ対応すぜ。 

    そｙ結果，校内ｒｙ対応ｖｏいｑそｙ都度共通理解こ

図ずそ，地域ｙ方ｓｙ連絡・連携こすせスムーらｖｕｎ

た。 

 

☆ 研究ｙまとめ 

  学校経営方針ｙキーワーゥを示す等，職員ｖわＰせやすい

方法ｒ学校経営ｙビジョンを示すこｓｒ，教職員ｙ意識Ｑ高

まｎｑいく。日々ｙ教育活動やそｙ課題ｓ機会Ｑあぜ毎ｖ関

連させ，継続しｑビジョン実現ｖ向け，校長Ｑ様々ｕ形ｒ働

ＲＰけぜこｓｖすせ，活力あぜ組織ｐくせｓ運営ｖ向けｑさ

ずｖ努力しｑいＲたい。 
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１ ｚじめに  

 こそＰず先わＱ国ｚ，少子化ｖ伴い人口ｙ減少，ライフ

スタイルｙ多様化ｕｔｖすせ子ｔこ同士ｙ関わせ，子ｔこ

ｓ地域社会ｓｙ関わせこ希薄化し，相手ｙ顔Ｑぐえｕい関

係Ｑ益々増えｑくぜ。そｙすうｕ中，子ｔこたちｖｚ，自

分や仲間そしｑ学校やふぜさｓｖ対すぜ誇せを育け教育

Ｑ不可欠ｓｕｎｑくぜ。 

そｙ実現ｖｚ，学校経営ビジョンｖ基ｐいた活力あぜ学

校経営や魅力的ｒ質ｙ高い教育活動Ｑ必要ｒあぜ。こｙす

うｕ視点ｖ立ち，本研究主題を設定し，活力あぜ組織ｐく

せｓ運営ｖｏいｑそｙ実践ｙ概略を述べぜ。 

＊ 地域と学校ｙ概要 

 本校ｚ，熊谷市北西部ｖ位置し，今年ｒ創立＆４＃年を

迎えぜ歴史ｓ伝統ｙあぜ学校ｒあぜ。すＵ北を利根川Ｑ流

そ，国宝ｒあぜ妻沼聖天山Ｑ近くｖあぜ。全児童○＠名，

６学級ｙ小規模校ｒｚあぜＱ元気ｕあいさｏｓ笑顔いｎ

ぱいｙ学校ｒあぜ。祖父母や地域住民ｙ多くＱ本校ｙ卒業

生ｒ学校ｖ協力的ｒあぜ。児童ｚ素直ｒ優しく真面目ｒあ

ぜＱ，さずｖ向上心や表現力等を見ｖ付けさせたい。 

３ 誇り高き子ｔこを育けためｙ活力ある運営ｙ

ためｙ課題 

課題 A 豊Ｐｕ心ｓ自尊感情ｙ育成 

  集団Ｑ固定さそぜｙｒ様々ｕ集団・場面ｒｙ豊Ｐｕ

人間関係ｐくせ。 

課題 B 地域ｙ特性，伝統を生Ｐした取組 

   誇そぜ学校，誇そぜ地域を目指し，地域ｙすさｙ再

発見。 

課題 C 基礎的・基本的ｕ知識・技能ｙ定着・学習意

欲ｙ向上 

  競争意識，切磋琢磨すぜ気持ちを向上させぜたげｙ

意図的・計画的ｕ取組。 

課題 D 近隣ｙ学校ｓｙ連携 

  幼・保ｙ連携を始げ，近隣ｙ小・中学校ｓｙ円滑ｕ

学校間連携ｙ推進。 

課題 E 地域・諸団体ｓｙ連携 

  家庭や地域ｖ積極的ｖ働ＲＰけを行い，そそｉそＱ

持ｏ教育力ｙ融合。 

§ 課題解決に向けた本校ｙ取組 

へ＆ほ課題Aに対する取組 

穎 縦割せ活動ｙ充実  

  様々ｕ場面ｒ，様々ｕ縦割せ集団を形成し活動しｑい

ぜ。高学年ｚテーダー性Ｑ育まそぜｓｓこｖ，成功体験

を積ぐ重ｘぜこｓｒ自信Ｑｏいｑいぜ。こｙる縦割せ活

動れる異学年交流れを行うこｓｖすせ様々ｕ縦・横ｙ結

びｏＲへ絆ｐくせほＱｒＲ，学校ｙ校風や伝統を受け継

ＵこｓｖｏｕＱｎｑいぜ。縦割せ活動ｒ教職員こる全職

員ｒ全児童ｙ児童を育成すぜれｓいう意識Ｑ高まｎた。 

頴 基本的ｕ生活習慣ｙ確立 

  本校ｙ生活目標ｒあぜる元気ｕあいさｏ 大Ｒｕ返事 

くｏそぞえれｓる熊谷ｙ子ｔこたちｚこそＱｒＲます４

ｏｙ実践＠減運動れをる生Ｒぜ力れｙ土台ｓし積極的ｖ

推進しｑいぜ。大人へ学校ｒｚ教職員ほＱ手本ｓｕせ，

家庭ｖこ地域ｖこ啓発，協力を依頼し進げｑいぜ。 

また，る男沼小スタンダーゥれｙ作成，児童会Ｑ中心

ｓｕｎｑｙるあいさｏＲずＲず週間天気れｙ取組や，

全学年へ５・６年ｚ＊回実施ほ実施ｙｖこｖこシート

ｙ取組ｒ，生活習慣ｙ見直しを図ぜこｓＱｒＲた。 

英読書活動 

   る＆＃＃冊読書れを目標ｖ全校ｒ取せ組つｒいぜ。毎

週水曜日ｙ読書タイムや，保護者・図書館補助員・ボラ

ンティアｙ方々ｙ読ぐ聞Ｐせｙ実施ｕｔｒ本ｖ触そぜ

機会を作ｎｑいぜ。 

また，る男沼小すい子ｙ６＃選れを作成すぜｓｓこｖ，

毎年学級文庫ｖ推薦図書を配架しｑいぜ。季節Ｙｓｖ，

るあｃさい読書週間れるｔつＵせ読書週間れを実施し，

る本ｙイラストコンクールれ，Ｏ薦げｙ本を他学年ｖ紹

介しあうｕｔｙ活動を通しｑ，読書ｙ楽しさｖ触そず

そた。 

へ＊ほ課題 Bに対する取組 

穎 農業体験・栽培活動ｙ充実    

ま研究領域み  Ⅰ 学校経営 

第＊分科会  組織・運営 

ま研究課題み 学校経営ビジョンｙ実現を図る活力ある組織づくりと運営 

ま視点み  

② 誇り高き子ｔこを育けためｙ活力ある運営 

提案者  熊谷市立男沼小学校長  和 田   隆 
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  本校ｒｚ大Ｒｕ畑を借せ，農業体験を行ｎｑいぜ。年

間を通しｑ様々ｕ作物を収穫しｑいぜ。長寿会，農家ｙ

方々ｙ協力を得ｑ，一緒ｖ汗をＰＲｕＱず，栽培，管理，

収穫をしｑいぜ。＆年生ｚ，給食ｖ使う竹ｙ子やｓうこ

ぞこしｙ皮けＲや，ブルーベテーＱせｙ体験こしｑいぜ。 

  また，４～６年生ｚ菊花会ｙ指導ｙ下，菊ｙ栽培を行

い，妻沼聖天院ｙ菊祭せｖ出品しｑいぜ。栽培ｙ苦労，

収穫ｙ喜びを肌ｒ感ｃぜこｓＱｒＲた。 

頴 男沼ｎ子スクールｙ実施 

  放課後子供教室ｙ一環ｓしｑ，元 PTA役員，保護者，

公民館，地域ｙ方々ｙ協力を得ｑ，体験活動を中心ｖ実

施しｑいぜ。毎回参加者こ多く，豚ｙ丸焼Ｒ大会やＯ寺

ｒｙＯ泊せ会，菊作せやスポーん教室を計画し，地域ｙ

自然や文化ｖ触そぜ機会ｓしｑいぜ。教職員こ積極的ｖ

参加し，地域ｓｙ交流Ｑ深げずそた。 

へ＠ほ課題 Cに対する取組 

穎 全校挙Ｗｑｙ学習ｙ取組 

  全児童Ｑる詩・古文ｙ暗唱れｖ取せ組ぐ，昨年度こ全

員Ｑ合格した。合格後こ歴史・都道府県・Ｐぜた・こｓ

わａｕｔｙ暗唱を選択し挑戦しｑいぜ。る計算パらルれ

る地図帳名人れｖ挑戦や，

るマラソン周回賞れｙ取せ

組ぐこ行ｎｑいぜ。合格者

へｚ賞状ｓｓこｖ，校長室

廊下ｖこ写真を掲示し意欲

化Ｑ図ずそた。 

頴 ペア学習を効果的ｖ取せ入そｑｙ学習 

  熊谷市ｙ研究委嘱を受ける考え学び合い高げ合う男沼

ｎ子ｙ育成れを図ぜたげペアへグループほ学習を通しｑ

学力向上ｖ取せ組つｒいぜ。全員Ｑ研究授業を行い，授

業ｒｙ効果的ｕペア学習ｖｏいｑ研究し，考えを共有し

たせ，広Ｗたせ，深げたせすぜ方法を検証しｑいぜ。低・

中・高学年Ｙｓｖるペア学習れｙすすげ方を活用し，学

習方法Ｑ定着しｑＲた。 

英 家庭学習ｙ定着 

  家庭学習ｙ習慣化を図ぜたげる男沼小家庭学習ｙ約束れ

を低・高学年Ｙｓｖ見直した。学習時間ｙ目安，学習ｙ

仕方・自主学習ｙギントｕｔをプテントし各家庭ｖ掲示

ｒＲぜすうｖした。また，家庭Ｐずこ毎回サインをこず

い連携を図ｎた。 

衛 個別学習ｙ充実 

  朝学習ｙ時間を＊＃分間設定し，隔週Ｙｓｖ国語・算

数を実施した。個別指導を中心ｖ，全教員Ｑ各学年ｖ入

せ指導ｖ当たｎｑいぜ。また，長期休業中ｚ，元教師ｒ

あぜ地域ｙ指導者を招聘し，個別指導ｙ充実Ｑ図ずそた。 

へ§ほ課題 Dに対する取組 

穎 各行事ｒｙ連携   

  近隣ｙ小学校ｓ連携し，林間学校，サッカー大会，社

会科見学へ５年ほを合同ｒ実施しｑいぜ。中学校ｓｚ，

小中合同一斉下校ｙ実施や出前授業，部活見学ｕｔを通

しｑ連携を図ｎｑいぜ。教職員こ夏季休業中ｙ研修を合

同ｒ実施した。 

頴 保育園児ｓｙ交流 

  毎年，６月ｖ近隣ｙ保育園児Ｑ来校し，＆年生ｓ交流

を図ｎｑいぜ。就学時検診，＆日入学ｒこｒＲぜｋけ園

児ｓ児童Ｑ関わそぜ機会を設定し連携Ｑ深まｎた。 

へ☆ほ課題 Eに対する取組 

穎 地域各行事へｙ積極的ｕ参加 

  地域ｙ伝統行事ｖ児童ｋけｒｕく職員こ積極的ｖ参

加しｑいぜ。花まｏせや夏祭せ，地域ｙ方ｙ指導ｙ下る練

込ぐ囃子れやる万作Ｏｔ

せれｕｔ伝統芸能こ継承

しｑいぜ。 

頴 学校ｒｙ地域ｙ 

 方々ｓｙ交流 

  校区連絡会Ｑ主体ｓｕせ，学校ｓ地区ｙ運動会を合同

ｒ開催しｑいぜ。準備Ｐず運営まｒ自治会をｚｃげ長寿

会，消防団ｕｔｙ方々ｓ教職員Ｑ協力しｑいぜ。また，

るさくずまｏせれるあさＱＯ展れ収穫を喜ぶるｓそたｉ

集会れｕｔｒ交流Ｑ深げずそた。 

☆ おわりに 

   誇せ高Ｒ子ｔこを育けたげｖｚ，一人一人ｖ自信を持

たせ，生まそ育ｎた地域・学校ｖ愛着を持たせぜこｓＱ

大切ｒあぜ。こそＰずこ，地域ｙ教育力を生Ｐすｓｓこ

ｖ，学校Ｐず地域へ積極的ｖ発信・貢献すぜこｓｒ，家

庭や地域ｓｓこｖ子ｔこたちを育ｑｑいＲたい。                        
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１ ｚじめに 

 る新たｕ知を拓くれ教育ｓｚ，るろ知識基盤社会わｖＯい

ｑ，ろ新たｕ知を創造すぜわ子ｔこｙ資質や能力，態度や

意欲を育成すぜれ教育を推進すぜこｓｒあぜ。学校ｚ今，

る新たｕ知を拓くれ教育を実現すぜたげ，る生Ｒぜ力れｙ

育成を重視し，子ｔこたちＱ知性ｓ創造性を身ｖ付け，個

性や絆を大切ｖすぜ教育を行ｎｑいぜ。そしｑ，そｙる成

果れを一步一步積ぐ重ｘｑいくこｓＱ求げずそｑいぜ。そ

ｙたげ，学校評価を活Ｐし，学校経営ｙ改善を行い，教育

活動ｙ活性化を図せ，る新たｕ知を拓くれ教育を推進しｑ

いくこｓｚ校長ｙ重要ｕ役割ｒあぜ。以下そｙ取組をまｓ

げぜ。 

 

＊ 地域と学校ｙ概要 

 美里町ｚ，県北西部ｖ位置すぜ，美しい自然ｖ恵まそた

町ｒあぜ。人口ｚ＆＆,５＆＆名ｒ，町ｙ特産物ブルーベ

テーｙ作付け面積ｚ日本一を誇ぜ。町内ｖｚ，小学校＠校，

中学校＆校Ｑあぜ。 

 町ｙ教育基本方針ｚ，る生Ｒぜ力を育け学校教育ｙ充実れ

ｒあせ，児童生徒ｙ学力向上を図せ，社会ｙ変化ｖ対応ｒ

Ｒぜ人間ｙ育成ｖ向け，町内一丸ｓｕせ教育活動を推進し

ｑいぜ。 

 本校ｚ，町ｙ南ｖ位置しｑいぜ。児童数９＠名へ家庭数

６○戸ほ教職員＆８名ｒ，全学年単学級ｙ小規模校ｒあぜ。

学校教育目標ｚ，るすく考えぜ子へＰしこくほ・思いやせｙ

あぜ子へＲすくほ・たくましい子へたくましくほれ，目指す

学校像る自己ｙ成長を実感し，活Ｒ活Ｒｓ躍動すぜ学校れ，

目指す児童像る自ず学び，豊Ｐｕ心ｒ生Ｒ抜く大沢ｎ子れ

ｒあぜ。開校＆＊６年ｙ長い歴史ｓ伝統を受け継Ｓ，保護

者や地域Ｐず信頼さそぜ学校を目指し，全職員Ｑ一丸ｓｕ

せ子ｔこたちｙ育成を図ｎｑいぜ。 

 

３ 実践ｙ概要 

へ＆ほ研究ｙｘずい 

 校長ｚ，る新たｕ知を拓くれ教育ｙ実現ｙたげｖｚ，学

校経営を担う教職員ｙ育成，新たｕ知を創造すぜ児童ｙ育

成，そしｑ家庭・地域ｙ連携ｖｏいｑ適切ｖ対応した学校

経営を図ぜこｓＱ重要ｒあぜ。そｙたげｖ，そｙ視点ｒ学 

 

校経営ｙ評価・改善を効果的ｖ行う必要Ｑあぜ。すせ具体

的ｕ形ｒ学校経営改善ｖ資すぜ評価・改善ｙ在せ方ｖｏい

ｑ研究を進げぜ。 

 

へ＊ほ研究ｙ方法 

 穎従来ｙ学校評価ｙ中ｖ，る新たｕ知を拓くれ教育を実

現すぜたげｙ新たｕ視点を持ｎたる効果的ｕ評価れを

取せ入そ，実施すぜ。 

頴全教職員ｙ参画，児童や保護者・地域ｓ連携協力し，

評価・改善すぜこｓｒ，る新たｕ知を拓くれ教育を実

現すぜたげｙ学校経営ｙ検証を図ぜ。 

 

へ＠ほ研究ｙ概要 

①本校ｙ学校評価ｙ実施状況 

   本校ｙ学校評価ｚ，教職員ｖｚ６観点＊８項目ｒ自

己評価を実施しｑいぜ。また，保護者ｖｚアンケート

を，学校評議員ｖｚ関係者評価を実施し，総合的ｕ改

善策を立ｑ次年度ｙ準備を図ｎｑいぜ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

②る新たｕ知を拓くれ教育実現に向けた学校評価ｙ作成 

   本校ｙ学校評価ｚ，総合的ｖ自校ｙ学校経営ｖｏい

ｑ評価すぜ項目ｓしｑｚ多くｚｕい。また，改善検討

事項こ学校経営全般ｖｏいｑまｓげずそたこｙｓｕ

ｎｑいぜ。しＰし，る新たｕ知を拓くれ教育ｙ実現ｖ

重点を持ち，学校経営ｙ評価・改善を目的ｓしｑいく

ｙｒあそぁ，こｎｓ焦点を絞ｎｑｙ評価Ｑ必要ｓｕｎ

ｑくぜ。 

そこｒ，学校評価委員会ｒ検討し今年度ｚ，新た

ｖ学校経営ｙ重点事項ｖそｎた評価・アンケートを

作成し，教職員・児童・保護者等ｖ実施しｑいくこ

ま研究領域み Ⅰ 学校経営 

第３分科会 評価・改善 

ま研究課題み 学校教育ｙ充実を図る評価・改善ｙ推進 

ま視点み 

① る新たｕ知を拓くれ教育を実現するためｙ学校経営ｙ評価・改善 

提案者  美里町立大沢小学校長  濵  名  博  昭 
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ｓｓした。本校ｙ学校経営ｙ重点事項ｚ，穎る児童

ｙ学力向上ｓ学習規律ｙ徹底れ頴る心身ｓこｖたく

ましい児童ｙ育成れ英る学校・家庭・地域ｓｙ連携れ

ｙ＠観点ｓ＆８項目Ｐずｕぜ。学校経営ｙ重点事項

ｓ評価項目を関連付けた評価・アンケートを新たｖ

作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こｙ評価・アンケートｚ，評価者Ｑ学校経営重点事項

ｙ具現化を目指す教育課程を意識すぜこｓｖｕせ，教育

活動ｓ学校評価をすせ深く結びｏけぜこｙｓｕぜｓ考

え作成した。 

 

英効果的ｕ評価に向けた実施・運営 

  ア 学校評価委員会を中心に組織的・計画的ｕ運営を

図る。 

   ・校長・教頭・教務主任・研究主任・各ブロック代

表・養護教諭を評価委員ｓしｑ，実施・運営を図

ぜ。また，対象者毎ｙ実施計画を作成し，計画的

ｖ行う。   

イ 校長ｙ経営ビジョンｙ共通理解を図る。 

    ・学校経営ｙ重点事項ｖそｎた評価・アンケート

Ｑ円滑ｖ実施ｒＲぜすう，校長ｚ定期的ｖ説明活

動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 評価結果を改善につｕＷる。 

  ん第＆回評価を軸ｓしたＰＤＣＡサイクルゐ 

   ・学校評価委員会ｚ第＆回目ｙ評価結果をまｓげ，

教職員・児童・保護者・学校関係者ｖ結果ｓ改善

策ｖｏいｑ説明すぜ。 

    第＆回評価ｖすせ設定した課題ｖｏいｑ後期ｖ

改善を進げ，

年度末ｖｏ

いｑ再評価 

 すぜ。結果

を次年度ｙ

課題ｖ反映

すぜ。 

   併せｑ， 

                      保護者，学

校関係者等ｖｚ結果ｓ課題をまｓげたテントを

配付し，改善へｙ協力を求げぜ。 

      

へ４ほ研究ｙまｓげ 

 校長ｚ，学校経営を点検・評価し，現状ｙ課題を明 

    ずＰｖしｕＱず改善ｖ向けｑｙ取組を推進すぜこｓ 

    Ｑ求げずそｑいぜ。今研究ｒ，る新たｕ知を拓くれ教 

    育ｙ実現ｖ向け，新たｕ学校評価を開発・実施すぜこ 

    ｓｒ，教職員一人一人ｖ，自ずｙ教育活動を点検・評 

    価すぜ視点Ｑ高ませ，意識改善や経営参画意識Ｑ高ま 

    せｏｏあぜ。 

さずｖ，る新たｕ知を拓くれ教育ｙ実現ｖ向け学校

評価を実施し，教育活動ｙ充実を図ぜ姿勢を外部ｖ

明ずＰｖすぜこｓｒ，保護者や地域ｖ理解さそ，支

援さそぜ学校経営ｙ推進Ｑ図ずそｑいくｒあぞう。 

  今後こ効果的ｕ学校評価実施ｖ向け，以下ｙ課題

ｙ解決ｖ取せ組ぐ， 

・評価者ｙ意識改善ｓ経営参画 

・実効性ｙあぜ学校評価システムｙ確立 

・学校評価ｙ効果的ｕ活用 

る新たｕ知を拓くれ教育ｙ実現ｖ向け教育活動ｙ充

実を図ぜ学校経営ｙ評価ｖｏいｑ，継続研究を進げ

ｑいく。 

 

§ おわりに 

る学校評価れを活Ｐした経営改善を進げぜｖあたせ，５

ｏｙキーワーゥを持ｎｑいぜ。る共有れる構築れる収集れる分

析れる策定れｒあぜ。こそずｙキーワーゥを視点ｓしｑ学

校評価をすせ効果的ｕこｙｖし，積極的ｖ活用しｑいけぜ

すう，自校ｙ学校評価を見直しｑいく。自校ｙ経営改善を

有効Ｐｏ円滑ｖ推進ｒＲぜすう，有効的ｕ評価・改善を図

せ，校長ｙテーダーシップを発揮し，る新たｕ知を拓くれ

教育ｙ実現ｖ向け取せ組つｒいく。 
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１ ｚじめに 

さいたま市ｙ各学校ｒｚ，教育目標ｙ実現ｖ向け，経営

方針や重点目標を明確ｖし，全職員Ｑ協力しｑ創意工夫を

生Ｐし，特色あぜ教育活動ｖ取せ組つｒいぜ。そｙ際，全

職員Ｑ経営方針・重点目標を具現化すぜたげｙ自ずｙ目標

をこち教育活動を行うこｓや，自己評価や学校関係者ｖす

ぜ評価をこｓｖ教育課程ｙ編成・実施・評価・改善を図ぜ

こｓｚ重要ｒあぜ。学校評価ｚ，開Ｐそた学校ｐくせ・教

育活動ｙ質ｙ保証・向上を目的ｓしｑ行うｙｒ，実施ｙ過

程ｒ教職員Ｑ自ず目標を設定し，取せ組ぐ評価すぜ人事評

価ｓ連携しｑ考えｑいくこｓｖすｎｑ学校ｐくせ・人ｐく

せｖ生ＰしｑいくこｓＱｒＲぜｓ考えぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 開校＠４年目ｙ小規模校ｒ，児童ｚ落ち着いｑＯせ，学

力こＯＯけｘ市ｙ平均を上回ｎｑいぜ。しＰし，家庭教育

Ｑ不十分ｒ基本的ｕ生活習慣Ｑ欠如した児童，不登校傾向

ｙ児童，学習障害ｙ疑いｙあぜ児童，学力Ｑ身ｖ付いｑい

ｕい児童ｕｔこＯせ，個別指導Ｑ必要ｕ児童こ見受けずそ

ぜ。 

 地域ｙ実態や現状ｚ，マンション，戸建ｕｔＱ混在すぜ

地域ｋＱ，ＰＴＡ活動や育成会活動，自治会活動ｕｔＱ盛

つｒ，多くｙ方ｖ登下校時ｙ見守せｙボランティアｓしｑ

協力しｑいたｋいｑいぜ。保護者･地域ｙ方々ｙ学校ｖ対

すぜ期待や関心ｚ高く，学校ｓ関係機関ｓｙ関係ｚ極げｑ

良好ｒあぜ。 

３ 学校評価・人事評価を学校づくり，人づくり 

に生かす視点 

 さいたま市ｒｚ，平成＊＃年度すせ，るさいたま市学校

評価ガイゥラインれｖ沿ｎｑ学校評価を行うこｓｓｕｎた

Ｑ，学校評価を効果的ｖ行うたげｖｚ，目標設定・教育活

動・評価Ｑ連動しｑ行わそぜすうｖすぜこｓＱ重要ｒあぜ。

具体的ｖｚ，学校経営計画ｙ中ｒ重点目標や取せ扱い内容

を明確ｖ示し，取組結果・成果等ｙ情報発信を行い，評価

者ｒ共有し，評価を行うすうｖすぜこｓＱ重要ｓｕぜ。ま

た，教育活動を行う教職員Ｑ，重点目標達成ｙたげｖ目的

意 

 

 

 

 

 

 

意識を明確ｖこち，教育活動を行うたげｖ，教職員人事評

価ｙ活用こ重要ｕ視点ｒあぜ。 

§ 学校づくり・人づくりを推進するためｙ学校

価・教職員人事評価を推進するにあたっｑｙ課題 

本校ｖＯいｑ，学校評価・教職員人事評価を有効ｖ

活用し，学校ｐくせ・人ｐくせを推進すぜたげｙ課題

ｓしｑｚ，次ｙ点ｒあぜ。 

課題Ａ さまａまｕ教育活動ｙ公開 

課題※ 教育活動ｙ実施ｙ成果等ｙ共有を 

行うたげｙ情報公開ｙ工夫 

課題Ｃ 目的意識を明確ｖこたせぜたげｙ 

 教職員人事評価ｙ工夫 

☆ 課題解決に向けた取組 

へ＆ほ 課題Ａｖ対すぜ取組 

昨年度ｙ学校評議員・学校関係者評価委員会ｖＯいｑ，

評価者ｒあぜ保護者・地域ｙ方々ｖ学校ｙ重点目標具現化

ｙたげｙ教育活動や学校ｙ取組を今まｒ以上ｖ公開し，具

体的ｕ子ｔこたちｙ姿を見ｑいたｋく努力Ｑ必要ｕｙｒ

ｚｕいＰｓいう意見Ｑ寄せずそた。また，ＰＴＡ役員・保

護者Ｐずｙ意見聴取Ｐずこ，実際ｖ学校ｒ行ｎｑいぜさま

ａまｕ教育活動や子ｔこたちｙ姿を見ｑぐたいｓいう意

見Ｑ寄せずそた。 

本校ｒｚ，年＊回ｙ学校公開及び各学期＊回授業参観日

を設定し，そそ以外ｒこ授業ｙ参観ｚ可能ｓしｑいぜ。し

Ｐし，授業参観ｚ母親ｙ参加Ｑ主ｒ，課業日ｖ参観を希望

すぜ保護者こほｓつｔいｕい現状をふまえ，本年度ｚ土曜

授業を＊日間設定し，土曜日ｙ学校公開ｓ合わせ４日間ｙ

土曜日ｖ授業を行うこｓｓし，授業内容こ重点目標ｙ具現

化ｖ向けた教育活動を積極的ｖ公開すぜこｓｓした。     

本年６月ｖ行ｎた土曜授業・学校公開ｒｚ，さいたま市

ｙるいｃげ防止強化月間れｙ取組ｖ合わせｑ，全クラスｒ

ｙ道徳ｙ授業公開，心を潤す活動ｓしｑ，全クラスｒ行う

地域ｙ方々ｖすぜ読ぐ聞Ｐせ活動，さいたま市ｒ行ｎｑい

ぜる夢工房 未来くぜ先生 ふそ愛推進事業れｒ，る夢を

こｓうれｓいう，外部講師ｖすぜ６年生ｙ授業等を公開し

ま研究領域み Ⅰ 学校経営 

第３分科会  評価・改善 

ま研究課題み 学校教育ｙ充実を図る評価・改善ｙ推進 

ま視点み 

② 学校づくり・人づくりを推進するためｙ学校評価・教職員人事評価ｙ工夫 

           提案者  さいたま市立中島小学校長  鵜 飼  良 昭 
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た。また，＊学期ｖｚ，子ｔこたちｙ安全を守ぜ活動ｓし

ｑｙ避難訓練や竜巻Ｐず身を守ぜ訓練等ｙ公開を計画し

ｑいぜ。 

へ＊ほ 課題※ｖ対すぜ取組 

本校ｒｚ，年度当初ｖ学校経営方針・重点目標・グラン

ゥデゅイン等を保護者や地域ｙ方ｖ配付，説明し，そｙ後

ｙ教育活動ｙ実施状況や成果ｖｏいｑｚ，シームページ・

学校便せ・学年便せ・保健，給食便せ等ｙ文書配付，また，

学期＊回ｙ学級懇談会ｖＯいｑ校長・ＰＴＡ会長ｙテレビ

放送ｓ様々ｕ方法，機会を通ｃｑ行ｎｑＲた。 

しＰし，ＰＴＡ役員・保護者Ｐず，評価すぜ際，学校ｙ

具体的ｕ取組へｙ理解Ｑ十分ｒｕいｙｒ４段階ｒ※また

ｚＣ評価Ｑ多くｕｎｑしまうｓいう意見Ｑ多く寄せずそ

たこｓＰず，重点目標ｙ取組や成果ｖｏいｑ，整理しｑ情

報発信を行う必要Ｑあぜｓ考えた。そこｒ，昨年度ｙ学校

評価を行う際ｖ，重点目標ｖ対すぜ取組ｙまｓげや成果を

整理した，以下ｙすうｕパンフレットを作成し，評価用紙

ｓｓこｖ配付を行ｎた。 

保護者や地域ｙ

方Ｐず，授業参

観・学校公開・運

動会等ｙ行事ｒ目

ｖすぜ教育活動や

学校ｙ様子以外ｖ

様々ｕ取組を学校

Ｑ行ｎｑいぜこｓ

Ｑ分Ｐｎた等ｙ意

見や，学校改善へ

ｙ建設的ｕ意見こ

多く寄せずそた。 

また，教職員ｙ

中ｒ様々ｕ教育活動ｙ成果や課題を共有ｒＲｑいｕい面

こ見受けずそたｙｒ，こｙパンフレットを自己評価を行う

際，教職員ｖこ配付した。そｙこｓｒ，自ずＱ関わｎた教

育活動以外ｙ取組こ見通すこｓＱｒＲ，振せ返せｕＱず評

価し，学校経営参画へｙ意識を高げぜ一ｏｓｕｎた。 

へ＠ほ 課題Ｃｖ対すぜ取組 

人事評価ｙ目的ｚ，教職員ｙ資質・向上を図せ，教職員

Ｑ協力しｑ学校全体を活性化させ，教育力を高げぜこｓｒ

あぜ。そしｑ，教職員ｙ実績や能力を適切ｖ評価すぜこｓ

ｖすｎｑ，さずｖ能力を向上させたせ，意欲を高げたせす

ぜこｓｖｕせ，人材ｙ育成ｖｓｎｑ重要ｒあぜｓ考えぜ。

そｙたげｖｚ，教職員ｖ年度当初ｖ校長Ｑ示す学校経営方

針や重点目標ｓｙｏｕＱせｖＯいｑ，明確ｖ自ずｙ目標を

こたせぜこｓＱ重要ｒあぜ。 

昨年度，人事評価シート作成時ｖｚ，適切ｖ目標を設定

ｒＲｕＰｎたＱ，年度当初面談ｒ管理職ｓ面談すぜ中ｒ，

明確ｕ目標を設定ｒＲた職員Ｑ多Ｐｎた。さずｖ，平成

＊○年度当初，６割ｙ校務分掌主任ｙ交代，多くｙ新学

年主任，新担任ｓいう状況をふまえ，昨年度以上ｖ教職員

Ｑ明確ｖ目標を設定すぜこｓＱ必要ｒあぜｓ考え，以下ｙ

すうｖ取せ組つｋ。 

年度当初ｖ校長ｙ示す学校経営方針や重点目標ｓ自ず

ｙ校務ｙ関連を明確ｖすぜたげ，職員会議・校内研修会ｖ

Ｏいｑ，各校務分掌担当Ｑ提案文書等を作成すぜ際，管理

職・教務主任Ｐず，目的・あぜべＲ姿・手順や段取せ等ｙ

指導をｑいｘいｖ行ｎた。学年主任ｖｚ，運営委員会ｒ学

年経営ｓ学校経営方針ｓｙ関連を示し，学年経営ｖ反映さ

せ浸透を図ｎた。 

そｙ他，教頭ｙ配付すぜ週報ｙ裏面ｖ学校経営方針・重

点目標を掲載し浸透を図ｎたせ，本年度ｙ学校経営方針ｙ

＆番目ｖ示した，学級指導ｙ充実ｖ関連し，ｔｙクラスこ

教育活動ｙ様子Ｑ見通せぜすうｖ入せ口ｙガラスｙ入そ

替えを行ｎたせ等ｙ細Ｐい取組こ行ｎた。 

年度当初面談ｚ，すせ明確ｖ適切ｕ目標を設定し，具体

的ｕ取組ｙ方策を決げ，実践しｑいくこｓＱｒＲぜすうｖ，

まｅ，目標ｖｏいｑ面談を行い，修正等を行ｎた後，方策

ｖｏいｑｙ面談を行うｓいう＊段階ｙ面談を行ｎた。そｙ

結果，目指す姿をイメージしｕＱず方策を考えぜこｓＱｒ

Ｒ，職員ｙ意欲や学校運営参画意識を高げぜこｓＱｒＲた。 

６ まとめ 

学校経営改善を図ぜたげｖｚ，明確ｕ学校経営ビジョン

ｙこｓ，校長Ｑテーダーシップを発揮し，教職員を育ｑぜ

ｓｓこｖ組織力ｙ向上を図せ，学校ｙ教育力を高げｑいく

こｓＱ重要ｒあぜ。そｙ過程ｒ，学校評価・人事評価を活

用し，自信ｓ誇せ，信念をこｎた教職員ｙ育成ｖ鋭意取せ

組つｒいＲたい。 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


― 40 ― 

 

 

１ ｚじめに 

 教育再生実行会議第七次提言ｒｚ，こそＰずｙ未踏ｙ時

代ｖ，社会的・職業的ｖ自立し，たくましく生Ｒ抜いｑい

くたげｖｚ，想定外ｙ事象や未知ｙ事象ｖ対しｑこ，持ｑ

ぜ力を総動員し，主体的ｖ解決しｑいこうｓすぜ力を持ｏ

こｓＱ必要ｒあぜ，ｓしｑいぜ。そｙたげｖｚ，学校ｒ幅

広い教養ｓしｑｙ基礎的ｕ知識・技能，知恵ｓしｑｙ実践

的ｕ知識・技能を学び続けぜ力，柔軟ｕ思考力，自分ｓ異

ｕぜ視点や価値基準を理解し協働しｑ問題を解決ｒＲぜ

力や新しい価値を発見，創造ｒＲぜ力を身ｖｏけぜこｓＱ

肝要ｒあせ，学校教育ｙ使命ｒあぜこｓを実感しｑいぜ。

子ｔこ達Ｑ主体的・協働的ｖ学ぶ授業を目指しｑ改善を図

せ，知性・創造性を育け学校経営ｖ邁進しｑいく所存ｒあ

ぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，児童数＊○５名，学級数＆＠へ内特別支援学級

＊ほ，開校＊＆年目ｙ比較的若い学校ｒ，子ｔこ達ｙ多く

ｚ学校周辺ｙ住宅やマンションＰず通学しｑいぜ。 

 子ｔこ達ｚ明ぜく元気，素直ｒ自己肯定感こ高い。人ｙ

役ｖ立ちたいｓいう気持ちを持ｎｑいぜＱ，ｕＰｕＰ実践

ｖｚ至ずｕい。保護者ｙ教育ｖ対すぜ関心ｚ高く，協力的

ｒあぜ。新興住宅地ｒあぜＱ，地域住民ｚ，開校当時すせ

地域ｙ学校ｓしｑ，花ｓ緑ｓ鳥ｙさえｅせｙ聞こえぜ学校

ｐくせｙたげｙ環境整備や学習支援ｖ協力的ｒあぜ。 

 こそＰずｙ社会を生Ｒ抜く子ｔこ達ｙ育成ｙたげｖ，本

校ｒｚ久喜中学校ｓ学区内ｙ＠小学校ｒ小中一貫教育を

進げ，各校ｙ教育を重ｘ合わせｕＱず研究課題ｖ取せ組つ

ｒいぜ。 

３ 研究ｙ概要 

へ＆ほ研究ｙｘずいる目的・課題性れ 

教育課程編成ｙ基本方針 

 本校ｙ課題ｚ，児童ｙ自主性，自立心を高げぜこｓ

ｒあぜ。そこｒ，久喜市ｙ学校教育ｙ基本目標，る総合

的ｕ人間力へ自立・協働・創造・社会貢献ほｙ育成れ

を受け，本校ｙ学校教育目標ｒあぜろ北斗をげａそう・

ほこせをこｎｑ・くｃけｅｖ・共ｖ学ぶ北小ｎ子わｙ

るほこせを持ｏこｓれを自主性・自立心ｓ捉え，そｙ

具現ｙたげ，教育課程編成ｙ基本方針を次ｙすうｖ定

げた。 

穎 基礎的・基本的ｕ知識・技能ｙ習得 

頴 思考力・判断力・表現力等ｙ育成 

英 学習意欲ｙ向上や学習習慣ｙ確立 

 

 衛 豊Ｐｕ心や健やＰｕ体ｙ育成 

 詠 豊Ｐｕ人間関係を築Ｒ，深げぜ 

へ＊ほ研究ｙ方法 

   教育課程ｙ実施ｖあたせ，次ｙ＠点ｖ重点を置いｑ

取せ組つｒいぜ。 

穎 学習ｖ向Ｐう力を育ｑぜ健康教育 

健康教育ｚ全ｑｙ教育活動ｙ基盤ｓｕぜ。そこｒ，

久喜市健康増進計画る５ｏｙ健康分野へ栄養・食生

活，身体活動・運動，休養・ここぞｙ健康，たぁこ・

アルコール，生活習慣病・歯ｙ健康ほれを教育課程

ｖ位置ｐけ，る自分ｙ健康ｚ自分ｒｏくせ，守ぜれ

子ｙ育成をげａしｑ，９年間を見通しｑ，保健ｙ授

業ｚこちぞつ全教育活動を通しｑ，健康ｐくせｙ大

切さを理解させぜ。 

頴 こｓぁｙ学校ｐくせ 

る言語力ｚ人間力 Think・Think・Thinkれ 

を合い言葉ｖ，言葉ｙ力を高げぜこｓｖすせ，考え

ぜ力を育成し，児童ｙ自立，協働を促し，創造，社

会貢献ｙ意欲を高げぜるこｓぁｙ学校ｐくせれをす

ぜ。 

英 特別支援教育を基ｖした授業，学級経営 

る障Ｑいｙあぜ児童ｖｓｎｑ必要ｕこｓｚ，障Ｑ

いｙｕい児童ｖｓｎｑこ有効ｕこｓｒあぜれｓいう

考え方ｒ，ヂニバーサルデゅインｙ授業や学級経営

ｖ取せ組け。 

へ＠ほ研究内容 教育課程ｙ実施へ具体的ｕ取組ほ 

穎 学習ｖ向Ｐう力を育ｑぜ健康教育 

 ア 久喜中学校区小中一貫教育推進会議ｒ作成し 

たる健康教育マップれを基ｖ系統的ｕ保健学習・ 

保健指導を実施 

イ 発達段階ｖ即した親子学習 

＆年 体幹を鍛え学力アップ 

４年 生活習慣病ｙ予防ｙたげｖ 

５年 性教育ｚ生命ｙ教育 

６年 北小健康会議る中＆ぽャップｕつｑｕいれ 

頴 こｓぁｙ学校ｏくせ 

る言語力ｚ人間力 Think Think Thinkれを合言

葉ｖ書く活動ｒ考えを明確ｖし，話す・聞く活動

ｒ考えを深げ，広Ｗぜ。 

ア 北小授業プランｙ実施 

 ・毎時間ｙげあｑｙ提示ｓ振せ返せｙ実施 

 ・評価規準ｖこｓｐいた評価ｙ具体例作成 

ま研究領域み Ⅱ 教育課程 

第§分科会 知性・創造性 

ま研究課題み知性・創造性を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み 

① これからｙ社会を生き抜くためｙ学力を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

提案者  久喜市立久喜北小学校長  鎌 田  充 子 
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 ・ペア学習，グループ学習ｙ実施 

 ・体験的活動・問題解決的学習ｙ実施 

イ 国語科ｒる書くこｓれる話すこｓ・聞くこｓれ

ｖｏいｑ，ｏけたい力を明確ｖしｑ段階を踏つｋ

指導を行い，言葉ｙ力ｙ基盤を作ぜ。へ実践例ほ 

   ・つけたい力を明確ｖし，ついた力を実感する 

る書くカルテれる話す・聞くカルテれ 

  ・言語事項の確実な定着を目指することぁの力 

   検定れ 

  ・記録することｚ表現活動の一つとしたるノー 

ト検定れへノート指導の充実ほ 

ウ 教育活動全体を通ｃｑｙ取組 

  ・読書ｙ習慣ｐくせｓしｑｙ読書指導 

 朝読書，読ぐ語せ，ブックトーク 

 家読＆＃運動 

   ・音読チャレンジ 業前ｙ時間ｒｙ音読指導や 

  る聞くれこｓｙ指導 

  ・語彙を豊Ｐｖ感性を磨く，俳句作せｓ俳句ｋ 

   すせｙ発行  

  ・語ぜすうｖ話す習慣を作ぜ朝ｙ会ｒｙ＆分間 

  スピーチｓ意見発表ｙ場ｐくせ  

エ 各教科領域ｒ，書く活動，話す・聞く活動を取 

せ入そ，根拠を明確ｖしｑ説明すぜこｓを重視 

し，言葉ｙ力を高げ思考力を育ｑぜ授業を展開す 

ぜ。各教科ｙ用語ｙ習得ｓ目的ｖ合ｎた表現方法 

を身ｖｏけぜ。 

 オ  個ｙ学び→複数ｒｙ学び合い→個ｙ学びｖ生 

  Ｐすｓいう学習過程を設定し，異種ｙ考えを受 

  け入そ，他Ｐず学ぶこｓｒ考えＱ深まぜこｓＰ 

  ず学び合いｙすさを実感ｒＲぜ授業を行う。算 

  数ｙ練せ上Ｗ，理科ｙ考察ｙ話し合い等 

英 特別支援教育を基ｖした授業・学級経営 

ア ヂニバーサルデゅインｙ授業 

 ・環境調整 掲示物を厳選し黒板周せをスッキ 

  テすぜ。話し方ｙ型ｙ提示 

  ・残ぜ指示へ見えぜ指示ほ 

  ・授業ｙ見通しへ学習ｙ流そｙ提示ほ 

  ・モデル化，動作化 

    イ 学級経営 

  ・一日ｙ流そｙ確認ｓ提示 

  ・残ぜ指示へ見えぜ指示ほ 

  ・モデル化へ児童ｙすい例を手本ｖ示すほ 

  ・ｔこｖ何ＱあぜＰ明瞭ｖ示す環境調整 

  ・手引Ｒを基ｖ家庭学習ｙ推進ｓ称賛 

衛 高学年ｒｙ教科担任制ｙ実施へ社会，理科，音

楽，図工，家庭科ほ 

詠 ＠学年以上ｙ算数ｙ少人数指導・TT指導 

鋭 実践を支えぜ校内研修 

る児童ｙｏぶやＲや考えを見ｓせ，拾い，ｏｕＵれ

力ｙ向上を目指す。 

 ・国語科ｒ全員Ｑ研究授業実施 

へブロックｒｙ指導案検討→全体協議ほ 

・ビデオ分析ｖすぜ研究協議ｙ実施 

・算数科ｒ全員Ｑチャレンジ授業実施 

へ答えを導Ｒ出す過程を考え合う授業ほ 

・各教科毎ｖ授業ｙ基本を共通理解し，授業ｙ

基本ｙ型を作ぜ。 

 ・ヂニバーサルデゅインｙ授業ｙ具体例を毎週 

  一例提示(特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ) 

へ＠ほ研究ｙまｓげへ教育課程ｙ評価ｓ改善ほ 

  穎 評価 

     ア 週案簿ｖ毎時間ｙげあｑｓ振せ返せを記入し

こまげｖ評価すぜ。 

     イ 年間指導計画ｙ見直しへ朱書Ｒ訂正ほ 

     ウ 学期末ｖ授業診断シートｒｙ振せ返せ 

     エ 振せ返せシートを基ｖした教室訪問 

     オ 児童，保護者アンケートｙ実施 

     カ 全国学力・学習状況調査，県学習状況調査ｙ

分析 

     キ 学校評価，学校関係者評価ｙ実施 

   ゆ成果よ国語科を中心ｖる書くこｓれｖ取せ組つｒＲ 

た成果ｓしｑ,書くこｓを通しｑ考え，まｓげぜ

力Ｑ身ｖｏＲ，自信を持ｎｑ取せ組けすうｖｕ

ｎた。また，話し合いｖｏいｑｙ意識Ｑ高くｕ

ｎた。 

頴 今後ｙ課題ｓ教育課程ｙ改善 

今後他者ｓｙ協働を通ｃｑ考えぜ力を深げぜた

げｖｚ，る聞くこｓれる読けこｓれｖ重点を置いｑ

取せ組け必要Ｑあぜ。さずｖ，身ｖｏけた基礎・

基本ｙ知識・技能を実践的ｕこｙｓしｑいくたげ

ｖｚ，まｅ授業ｙ中ｒ活用を実感させぜこｓｒあ

せ，教師Ｑ教科横断的ｕ視点ｒ教材研究を行い，

授業実践ｖあたぜすうｖしたい。 

 また，こそＰずｙ社会を生Ｒ抜く学力を身ｖｏ

けぜたげｖｚ，国語力ｙぐｕずｅ，英語力やＩＣ

Ｔｙ活用能力ｙ育成等幅広く研究・実践ｖ取せ組

け必要Ｑあぜ。そｙたげｖｚ，人事評価ｓ学校評

価ｙ取組を通しｑ各分掌主任を育ｑ，同僚性ｙこ

ｓ職ｒこｙＱ言えぜ教職員集団ｓしｑ組織ｙ力を

高げｑいく。る全児童を全教職員ｒ指導すぜれる子

ｔこｖ力をｏけぜ授業をすぜれたげｖ教員ｙ得意

分野を生Ｐした教科担任制を拡充し，系統性を踏

まえた指導を行う。校長ｓしｑ，一人一人ｙ教員

ｙ指導力向上ｙたげｖ，日常的ｖ教室訪問を行い，

自分ｙ目ｒ見極げ，適切ｖ指導を行い，指導ｓ見

届け，励ましを繰せ返しｑいく。 
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１ ｚじめに 

 知識・技能ｙ不断ｙ更新やイノベーションｙ創出ｕｔ，児童

Ｑ社会ｒ活躍すぜ頃ｚ厳しい挑戦ｙ時代を迎えｑいぜｋぞう。

ｋＰずこそ，生涯ｖわたｎｑ主体的ｖ学び続け，個人ｙ自立ｓ

他者ｓｙ協働ｖ向けた力を養い，そｙ成果を社会貢献ｖ生Ｐし

ｑいくこｓＱ重要ｓｕぜ。そこｒ，本校ｒｚ，基礎的ｕ知識・

技能ｙ確実ｕ習得，個ｙ能力や特性ｖ応ｃた学びや子供同士ｙ

学び合い，学校内外ｙ様々ｕ人ｓｙ協働，多様ｕ体験を重視し

た学びを目指した教育活動ｙ推進ｖ努げｑいぜ。 

＊ 地域と学校ｙ概要 

蕨市ｚ埼玉県ｙ南部ｖ位置し，市ｙ面積ｙ狭さｓ人口密度ｙ

高さｚ全国一ｒあぜ。市内ｖｚ，小学校○校，中学校＠校Ｑあ

せ，＠ｏｙ中学校区ｖ分Ｐそｑいぜ。昨年度，本校ｚ開校４５

周年を迎えた。児童ｓ保護者ｒマスコットキャラクターｙデゅ

インを考え，PTA 手作せｙ着Ｕぜぐを制

作すぜｕｔ，活気ｐいｑいぜ。本年度ｙ児

童数ｚ＠４８人，通常学級＆＊学級，教職

員ｚ県費＊＃人ｒあぜ。 

児童ｚ，概しｑ明ぜく素直ｒ，子供ずし

い面をこち，人懐こくやさしい子Ｑ多い。

一方，自分ｙ思いや考えを的確ｖ表現すぜ

こｓＱ苦手ｒ，そｙたげｖ人間関係Ｑ上手ｖ取そｕい，自尊感

情Ｑ低いｓいう傾向こ見ずそぜ。 

保護者ｓ地域ｚ，学校ｖ大変協力的ｒ，

PTA や学校応援団こ盛つｒあぜ。昨年度

Ｐず不審者や交通事故Ｐず児童を守ぞう

ｓ町会長を中心ｖ地域ｙ高齢者ｒるＯ帰せ

隊れを組織し，毎日見守せ活動をしｑいぜ。

父親組織ｙ活動こ盛つｒ，環境整備ｋけｒ

ｕく，災害避難体験教室ｕｔｙ体験活動こ

主体的ｖ企画運営をしｑいぜ。 

３ 協働や体験を重視ｂた学びｙ推進ｙために   

 本校ｙ児童ｙ課題ｒあぜ人間関係力や自尊感情ｙ低下を解決

すぜたげｖｚ，る共ｖ生Ｒぜ知恵を磨Ｒ，高げ合う教育活動れを，

教科・領域ｖＯけぜ協働ｒｙ学習活動ｚこｓすせ，学校・家庭・

地域ｙ＠ｏｙ力を結集したる塚小協育れを合言葉ｖした連携教

育ｙ推進や教育環境ｐくせｙ実践を行うこｓｓした。 

§ 実践ｙ概要 

へ＆ほ学校教育目標具現化ｙたげｙ取組 

◆学校教育目標 

 生涯ｖわたせ，学び続け，主体的ｖ生Ｒぜ力を身ｖｏけた子

を育成すぜ。 

 るＰしこく やさしく たくましくれ 

○確Ｐｕ学力をこち，すく考えｑ，正しく判断すぜ子 

○感受性ｖ富ぐ，素直ｒ，ぐつｕｓ仲良く協力ｒＲぜ子  

○責任をこｎｑ最後まｒやせｗく意志ｓ実行力Ｑあせ，心身 

 ｙ健康ｓ安全ｕ生活ｙ向上ｖ努げぜ子 

◆げａす学校像へミッションほ 

 る子供一人一人Ｑｙびぜ学校，教職員Ｑ互いｖ 

高げ合う学校，家庭・地域ｓｓこｖ歩け学校れ 

◆げａす児童像へキャッチフレーらほ 

る笑顔ＰＱやく塚小ｎ子～あいさｏいｎぱい・ 

ＷつＲいｎぱい・歌声いｎぱい・花いｎぱい・ 

気持ちいｎぱい～れ 

◆学校経営計画ｙ周知ｓ実践化 

る学びｙ創造れやる豊Ｐｕ心ｙ育成れる家庭・地域ｓｙ連携

教育れを学校グランゥデゅインｙ中ｖ盛せ込ぐ，全家庭や地

域へｙ配布，HP へｙ掲載を通しｑ広く周知し，課題ｙ共有

化，問題解決へｙ参画意識ｙ高揚を図ｎｑいぜ。 

ん塚越小学校ｙグランゥデゅインゐ 

 

ま研究領域み  Ⅱ 教育課程 

第§分科会  知性・創造性 

ま研究課題み  知性・創造性を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み         

② 共に生きる知恵を磨き，高め合う教育活動ｙ創造・推進 

                                               提案者  蕨市立塚越小学校長  関 根  雅 江 
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職員ｖｚる学校教育目標具現化ｙ視点ｓ道筋れを毎学期示し，

ｔｙ分掌組織Ｑ，いｏＹぞまｒｖ，何を行うｙＰ等，進捗状況

等ｖｏいｑｙ確認，教科・

領域主任等へｙ計画・実

施・評価・改善等ｙ相談を

小まげｖ行い，確実ｕ実践，

効果的ｕ実践Ｑ図そぜす

うｖしｑいぜ。学校評価こ

毎学期行い，PDCAｖすぜ

教育課程ｙ改善を図ｎｑ

いぜ。 

へ＊ほ日々ｙ授業ｙ充実ｓ研修ｙ充実 

本年度Ｐず＠年間，蕨市教育委員会ｙ委嘱を受け，る伝え合い，

認げ合い，磨Ｒ合う，塚小ｎ子ｙ育成れを研究主題ｖ，特別活

動を中心ｖ，すせすい人間関係を築くこｓＱｒＲぜ児童ｙ育成

をげａす研究ｖ取せ組つｒいぜ。昨年度ｚ，

算数科を中心ｖ算数的活動や言語活動ｙ

充実ｖ向けｑ研究をし，問題解決型ｙ授業

ｙ実践ｖ努げｑＲた。他ｙ学習ｖＯいｑこ，例えぁ地域施設ｖ

直接出向Ｒ，そこｒ活動すぜ地域住民ｖインタビューしたせ，

一緒ｖ活動したせすぜｕｔ実体験を大切ｖした学習を進げｑい

ぜ。 

へ＠ほモクモクテキパキ清掃ｙ取組 

生徒指導・清掃部会Ｑ中心ｓｕせ，全校児童・教職員ｙ共通

理解ｙこｓｒ無言清掃ｖ取せ組つｒいぜ。るＱまつすぜ心れる問

題を自ず見ｏけぜ心れる思いやぜ心れを育ｑぜこｓをｘずいｓし

ｑいぜ。黙ｎｑ掃除をすぜこｓｒ汚そｑいぜ所ｖ気ｐけぜこｓ

や声ｖしｕくｑこ友達ｓ協力ｒＲぜこｓ

等を共ｖ発見すぜこｓＱｒＲ，自尊感情を

高げぜこｓＱｒＲぜ。 

へ４ほ縦割せ班活動ｙ取組 

昨年度Ｐず全学年ｙ児童ｒ構成すぜ縦

割せ班ｒｙ交流給食，交流遊びを実施しｑ

いぜ。高学年ｖｚ集団をまｓげぜ力を，中

学年ｖｚ協調すぜ力を，低学年ｖｚ敬う力

を育ｑぜこｓをｘずいｓしｑいぜ。異年齢ｒｙ関わせｙ中ｒ知

恵を出し合い，協働すぜ体験Ｑ豊Ｐｕ人間性を育けこｓｖｏｕ

Ｑｎｑいぜ。 

へ５ほる絆ムーブメントれいｃげ根絶ｙ取組  

絆実行委員会を中心ｓした児童主体ｙいｃげ根絶ｖ向けた活

動を進げｑいぜ。賛同した協力者ｓｕぜ児童ｖｚ，絆テボンｓ

協力者ｙ証Ｑ配布さそ，全校児童ｒ取せ組げぜすうｖしｑいぜ。

いｃげ根絶ｙたげｙる５ｏｙ約束れを作成したせ，るシワシワ言

葉ｙ木れを作成し人ｖ優しく温Ｐｕ言葉

ｙ啓発を促したせすぜ活動を進げｑい

ぜ。 

 へ６ほ校内音楽会ｕｔｙ学校行事ｙ取組 

 昨年度Ｐず校内音楽会を実施しｑ

いぜ。運動会同様，皆ｒ力を合わせ表

現すぜ喜びや協働すぜ喜びを味わｎ 

 ｑいぜ。また，地域・保護者ｙ感動しｑいぜ姿Ｑ児童ｙ自信 

 ｖｏｕＱｎｑいぜ。 

へ○ほ体験活動ｙ推進 

米作せ，綿栽培や糸車体験，機織体験ｕ

ｔ，地域ｙ人材を活用し，体験を通した学

習ＱｒＲぜすうｖしｑいぜ。また，休ぐ時間

を活用しｑｙ囲碁・ウクレレ・太鼓等ｙ体験

教室こ開催しｑいぜ。囲碁教室ＱＲｎＰけ

ｒ団体戦県＠位ｖ入賞した児童たちこい

ぜ。地域人材を活用ｒＲぜすうｖ地域ｓｙ 

関わせを大事ｖしｑいぜ。 

 

へ８ほ読書登山ｙ取組 

全校ｒ取せ組つｒいぜ読書活動ｒ，＆ペ 

ージを＆メートルｓ換算し，目標ｓすぜ山 

ｙ高さｓ同ｃページ数ｖｕぜｓ読書登山ｙ達成ｓｕぜ。自分 

ｒ目標ｓすぜ山を選択すぜこｓＱｒＲ，達成ｙ喜びを味わい 

ｕＱず楽しく読書活動を進げｑいぜ。 

へ９ほ俳句ｐくせ・心ｙポエムｙ取組 

俳句や詩を書く，読けこｓを通しｑ豊Ｐｕ

心や言語感覚を育ｑぜこｓをｘずいｓし，国

語部会ｒ運営。作品ｙ交流コーウーを設置し

ｑいぜ。 

へ＆＃ほ保・小・中連携ｙ推進 

 東中学校区＠校ｒ合同ｙあいさ

ｏ運動や運動会サポート等ｙ活動

を，私立中学校ｓｚ英語ｙ交流授業を，保育園

ｓｚ＆年生ｓｙ交流を図せ，中学生や保育園児ｓｙ多様ｕ体

験活動を実施しｑいぜ。 

☆ まとめへ成果と課題ほ 

全教育課程やる塚小協育れｙこｓｖ推進さそぜ様々ｕ教育活

動ｚ，児童ｖ協働ｙ学びｙ場を与えｑいぜ。また，児童ｚ本活

動を通しｑ共ｖ知恵を出し合い，磨Ｒ合い，高げ合いｕＱず協

働すぜ喜びを味わい，人間関係力や自尊感情を高げｑＲｑいぜ。

更ｖ充実した取組ｖｕぜすうPDCAを生Ｐしｑ改善しｑいく。 
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ま研究領域み Ⅱ 教育課程 

第☆分科会 豊Ｐｕ人間性 

ま研究課題み 豊かｕ人間性を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み 

         ① 豊かｕ心を育け道徳教育ｙ推進 

                  提案者  加須市立豊野小学校長  岩 崎 権 威 

１ ｚじめに 

 情報通信技術ｚ日々進展しｑいぜＱ，反面，人ｓ話

す機会Ｑ減せ，コミュニケーションＱ薄そｑＲｑいぜ。

そｙたげ，対人関係や集団行動を苦手ｓすぜ社会性Ｑ

乏しい若者Ｑ増えｑＲたｓ言わそぜ。また，学校ｒｚ

いｃげＱ問題ｓｕｎｑＯせ，善悪を判断すぜ力や思い

やせｙ心ｕｔｙ規範意識や倫理観ｕｔＱ十分ｒｚｕい

ｓ言わそぜ。 

 こｙすうｕ中，加須市内ｙ学校ｒｚ，教育活動全体

を通ｃた道徳教育を推進すぜｓｓこｖ，家庭や地域Ｏ

すび関係機関等ｓ連携・協働した体験活動ｕｔ地域密

着型ｙ教育を推進すぜこｓｒ，児童ｙ豊Ｐｕ人間性や

社会性ｙ育成を図ｎｑいぜ。本校ｒこ，学校・家庭・

地域Ｑ協力し，さまａまｕ体験活動を意図的ｖ行い，

そｙ体験をる特別ｙ教科 道徳れｖ生ＰしｑいＲたい。 

 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，児童数 117名，通常学級６，特別支援学級

＆ｙ小規模校ｒあぜ。三世代ｙ家庭Ｑ多く，児童同士

ｚ幼いｓＲＰず知ｎｑＯせ，学年を超えた繋Ｑせこ深

い。地域こ学校ｖ対しｑｓｑこ協力的ｒあぜ。 

 

３ 体験活動を重視ｂた道徳教育ｙ概要 

(1)あいさつ運動 

穎加須市ｙあいさｏ運動 

あいさｏｚ，人ｓｙ関係を円滑ｖし，コミュニケ 

ーションを深げぜ上ｒ欠Ｐせｕいこｙｒあぜ。加須

市ｒｚ，地域密着型ｙ教育を推進すぜたげｖこあい

さｏ運動を積極的ｖ推進しｑいぜ。 

ア るあいさｏ さわやＰ Ｐｉｙまちれロゴマー 

クやｙぼせ旗，ポスターを作成・配付。 

イ 集中強化期間(５・10月) ｖ街頭ｒキャンペー 

ン，駅や市民まｏせ等ｒ啓発品を配付。各学校Ｙ 

ｓｖあいさｏ運動を展開。 

頴本校ｙあいさｏ運動 

ア 月初げｙ５日間，あいさｏ運動を展開。分担ｚ 

学年や通学班Ｙｓ。 

イ ｙぼせ旗るあいさｏ・返事 加須市ｒ一番れｙ 

作成ｓ呼びＰけ。 

ウ 児童ｖあいさｏｙ目標を設定させぜｓｓこｖ， 

自己評価を行い，振せ返えぜ。 

(2)話ｂ合う・伝え合う場ｙ設定 

学校経営方針ｙ重点ｖる進つｒ学び，考えを深げ， 

伝え合えぜ児童ｙ育成れを掲Ｗ，授業中や諸活動ｙ中

ｒ，ペアｒｙ意見交換やグループｒｙ話し合う場を多

く設定しｑいぜ。 

(3)縦割り班活動ｙ充実 

縦割せ班活動ｚ，異年齢ｙ活動を通しｑ，すせすい

人間関係を築くこｓＱｒＲぜ。年度初げｖ縦割せ班活

動ｙ意義を教職員間ｒ確認し，すせ効果的ｖ行うたげ，

以下ｙ取組を行ｎｑいぜ。 

穎縦割せ班ｙ集合写真や活動コーウーを設けぜ。 

頴給食を縦割せ班ｒ食べ，昼休ぐｖ班ｒ仲良く遊ぶ。 

英学校行事や集会活動ｒｚ，高学年ｙテーゥｙこｓ 

縦割せ班ｒ活動すぜ場を多く設定すぜ。 

るフレンドリーウォーク～全員ｒコバトンを救出せよ～れ      

・概要 

コバトンＱ悪ｙ組織ｖさずわそ，敵ｙアジトｖ閉ｃ 

込げずそｑいぜ。コバトンを救うたげ，豊野小学校ｖ

勇者たちへ縦割せ班ほＱ集ませ，冒険ｙ旅Ｑ始まｎた。

コース図をたすせｖ敵ｙアジトへ行こう。途中，さま

ａまｕミッションＱ待ｎｑいぜ。さあ，ぐつｕｒ力を

合わせ，コバトンを救出しすう！ 

・出発 

クイらｖ正解した班ｚコース図をこずい，出発。 

・途中ｙチェックポイント 

 チェックを受けたず班Ｙｓｖ休憩。加須カルタや都

道府県クイらｖ正解しｑＰず，新たｕコース図をこ

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


― 45 ― 

 

ずい出発。 

・敵ｙアジト 

コバトンＱ捕ずえずそｑいぜ牢屋ｙ鍵(５ｏ)をぐつ 

ｕｒ探し，コバトンを救出｡ 

・縦割せ班ｒ遊び  

班Ｙｓｖ遊ぶ内容を考え，楽しく遊ぶ。 

(4)うさぎとｙ触れ合い 

本校ｒｚ，うさＳを 15 羽ほｔ飼ｎｑＯせ，3 年生

Ｑえさや水をあＷ，世話をしｑいぜ。ｋＱ，うさＳｚ

飼育小屋ｙ中ｖいぜたげ，当番児童以外ｓ触そ合うこ

ｓｚｒＲｕＰｎた。そこｒ，今年度飼育小屋ｙ南側ｖ

フェンスを作せ，うさＳｓ触そ合うスペースを設けた。

昼休ぐｖｚ，児童ＱうさＳを追いＰけたせ，触ｎたせ

しｑいぜ。抱ＰそぜｓうさＳｚ大人しくｕせ，児童ｚ

うさＳを大切ｖ扱ｎｑいぜ。時ｖｚ，うさＳＱ生まそ

たせ，亡くｕぜこｓこあせ，命ｙ大切さを学ぶ場ｖこ

ｕｎｑいぜ。 

(5)学校いきいきステーション事業 ～学校応援団の充実～  

加須市ｒｚ，学校ｙ一層ｙ活性化ｓ家庭・地域ｙ教

育力ｙ向上を目指し，学校・家庭・地域Ｑ一体ｓｕｎ

ｑ子ｔこたちｙ健全育成を図ぜたげ本事業を行ｎｑい

ぜ。各校ｖｚ，保護者や地域ｖすｎｑ組織さそｑいぜ

学校応援団Ｑあせ，る学習活動れる見守せれる環境整

備れｕｔ，さまａまｕ面Ｐず学校ｙ教育活動を支援し

ｑいぜ。 

学校ｓ地域社会ｓｙ連携を図せ，人材ｖＰＰわぜネ

ットワークｐくせｕｔｚ，校長ｙ重要ｕ仕事ｒあぜ。

(6)豊かな心を育む体験活動～地域との連携を通して～ 

本校ｒｚ，地域ｓ連携した体験活動を行ｎｑＯせ，

児童ｚそｙ活動を通しｑ豊Ｐｕ心を育つｒいぜ。地域

ｓｙ連携ｖｚ校長ｙテーダーシップＱ不可欠ｒあせ，

校長ｚ地域ｙ方々ｓｙネットワーク拡大を常ｖ進げｑ

いぜ。 

①とよのっ子広場～児童と祖父母・地域の方々との交流～ 

以前Ｐず愛育会Ｑ地域ｙ方々ｙ世代間ｙ交流を促進

すぜる三世代ふそあいｙ集いれを，また，市教委・学

校Ｑ祖父母を学校ｖ招待し，授業等を観ｑいたｋくる祖

父母参観れを行ｎｑいた。＊ｏを合体すぜこｓｖすせ，

すせ交流Ｑ深まぜｓ考え，愛育会・市教委ｖ相談をこ

ちＰけ，協議を重ｘｑＲた。そしｑ，今年度すせるｓ

すｙｎ子広場れｓしｑ盛大ｖ開催すぜこｓＱｒＲた。

児童ｚ，祖父母や地域ｙ方々ｓｙ交流を通しｑ，家族

を包ぐ込つｒくそぜ祖父母ｖ感謝ｙ念をこｎたせ，豊

野地区ｖ対すぜ愛着を深げぜこｓＱｒＲた。 

②ふれあい運動会 

本校ｒｚ，地域ｓ学校ｙ運動会を合同ｒ行ｎｑいぜ。

今年ｒ18回目ｓｕぜ。学校Ｑ主催すぜ種目ｚ12種目，

地域ｙ支部主催ｚ 13 種目ｋＱ，支部対抗種目ｖ児童

Ｑ加わぜ種目へウイスアップダウン，スプーンテレーほ，

学校種目ｖ保護者Ｑ加わぜ種目へ大玉転Ｑしほ，児童

ｓ老人会Ｑ一緒ｖ行う種目へｘずｎｑポイポイほ，大

人こ子ｔここ自由ｖ参加ｒＲぜ種目へ飴さＱし，大利

根音頭，天国ｓ地獄ほｕｔ互いｙ種目ｖ加わせ，力を

合わせｑ行う競技Ｑ多くあぜ。さずｖ，支部対抗種目

ｖ教職員Ｑ加わせ，会場Ｑ盛せ上Ｗぜ種目へ障害物テ

レーほこあぜ。児童ｙ競技Ｑ始まぜｓ周せＰず保護者

や地域ｙ方々ｙ応援Ｑ聞こえｑくぜ。そそｖ応えぜす

うｖ，児童ｚ全力ｒ競技ｖ取せ組つｒいぜ。 

また，児童ｙ席ｚ地域ｙ方々ｓ交流を深げぜたげ，

各支部ｙテントｖ入そｑいたｋいｑいぜ。テントｙ中

ｒｚ，地域ｙ老若男女Ｑ児童ｖ話しＰけ，地域ｙ子ｔ

こｙすうｖＰわいＱｎｑくそぜ。 

 

§ おわりに 

実践した体験活動ｖｚ，そｙ活動ｙ内容ｖ応ｃｑさ

まａまｕ道徳性Ｑ育まそｑいぜ。 

今後こ校長Ｑテーダーシップを取せ，家庭や地域Ｏ

すび関係機関等ｓコミュニケーションを図せ，さまａ

まｕ体験活動を進げｑいく。そしｑ，こｙ体験活動を

道徳ｙ時間ｖいＰすこｓｖすせ，道徳的価値ｙ自覚を

深げぜ指導を一層充実しｑいＲたい。 
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 ま研究領域み  Ⅱ   教育課程 

第☆分科会  豊かな人間性 

ま研究課題み 豊かｕ人間性を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み 

② 心結ぶ未来社会をつくる人権教育ｙ推進 

                      提案者  さいたま市立大谷小学校長  冨 澤  秀 行  

１ ｚじめに 

 現代社会ｚ，グローバル化Ｑ進ぐ多文化共生ｙ時代を迎えｑ

いぜ。しＰしｕＱず，国際社会ｒｚ，先行Ｒ不透明ｒ閉塞感Ｑ

強ませ，緊張感Ｑ高まｎｑいぜ。日本国内ｖＯいｑｚ，科学技

術Ｑ進歩し，情報社会Ｑ急速ｖ進つｒいぜ。子ｔこたちｙ生活

を見ｑ見ぜｓ，人ｓ人Ｑ直接ふそ合わｅｓこ，互いｙ交流Ｑｒ

Ｒぜすうｖｕせ，また家庭や社会ｙ教育力ｙ低下Ｑ，人間関係

ｙ希薄化をさずｖ進げｑいぜ。また，様々ｕ偏見や差別，いｃ

げｕｔｙ人権ｖ係ぜ問題Ｑ起Ｒｑいぜ。 

 子ｔこたちＱ，生命ｙ価値を自覚し尊重すぜこｓ，人ｓ調和

しｑ共ｖ生Ｒぜこｓや人ｙ痛ぐや思いｖ共感すぜこｓｕｔｙ

豊Ｐｕ人間性を育けたげ，心ｖ響く人権教育を充実させｑいく

こｓＱ急務ｒあぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，さいたま市ｙ北東部ｖ位置し，武蔵野ｙ面影を残す

雑木林Ｐず，急激ｖ新興住宅地ｖ変わｎｑＲた地域ｙ中ｖあぜ。

本校ｚ，今年度創立４＃周年を迎えた。学校規模ｚ，児童数ｚ

＆＃○○名，学級数ｚ普通学級＠＆学級，教職員数ｚ○＃名ｙ

大規模校ｒあぜ。 

３ 人権教育における課題へアンケート調査ほ 

 見沼区小学校(＆＆校)校長会ｒる人権教育ｖＯけぜ自校ｙ取せ組

ぐｖ関すぜアンケートれを実施し，人権教育ｖＯけぜ課題を考察

した。 

(1)アンケート結果 

穎 人権教育推進上ｙ課題 

＆位 子ｔこｙ人権意識を高げぜ 

＊位 児童ｙ人間関係ｐくせ 

＠位 教職員ｙ人権意識を高げぜ 

頴  人権教育推進ｖあたｎｑｙ取組 

＆位 校内人権教育研修会ｙ実施 

＊位 校長講話  

＠位 教職員ｙ各種人権教育研修会へｙ参加 

英  各校ｒ取せ組つｒいぜ個別ｙ人権課題 

＆位 いｃげ問題 

＊位 インターネット等ｖすぜ人権侵害ｙ問題 

＠位 生命尊重教育  

 (2)  アンケート結果Ｐずｙ考察 

 ・いｃげ問題等ｙ防止や早期発見・早期解決Ｑ各校大Ｒｕ課題

ｓしｑ取せ上Ｗずそｑいぜ。 

 ・各校インターネット等ｖすぜ人権侵害ｖＯけぜ課題Ｑ多く取

せ上Ｗずそｑいぜ。 

§ 人権教育における課題解決ｙためｙ取組 

 人権教育ｖＯけぜ課題解決ｙたげｖ，さいたま市ｒｚ，教職

員ｙ研修を充実すぜｓ共ｖ児童ｖ対すぜ人権感覚を育ぐ，人権

意識をこｎｑ判断し行動ｒＲぜ子ｔこｙ育成を，課題ｓしｑ取

せ組つｒいぜ。人権教育を推進すぜたげｖｚ，各校ｖＯけぜ人

権課題を明確ｖすぜこｓＱ重要ｒあぜ。各校ｙ特色や児童や教

職員ｙ実態を把握し，課題ｖ対応した取組Ｑ求げずそぜ。 

(1)  教職員ｙ人権意識を高げぜ取組 

穎 さいたま市教育委員会ｓｙ連携 

○研修会 

   ・人権教育研修会へ管理職・教諭等ほ 

  ○子ｔこ輝Ｒプラン ・一ｏｙ心ｓ四ｏｙ力 

  ○いｃげ防止対策推進条例ｙ制定 

   ・いｃげ防止シンポジウム ・子ｔこ会議  

 頴 さいたま市小学校校長会研修 

  ・視察研修   ・各区校長会 

  ・常任委員会る人権教育委員会れ 

  ・人権アンケート  

英 各小学校ｒｙ取組 

  ・人権教育研究発表会 

  ・小中合同 

人権教育研修会 

  ・教職員校内研修 

 衛 同和教育ｙ推進 

  ・同和教育推進校連絡協議会 

  ・関係施設ｓｙ連携 

   三ん和会館，五反田会館，鹿室南集会所 

(2)  児童ｙ人権意識を育け取組 

 穎 さいたま市教育委員会ｓ連携した取組 

   ・人権作文，人権標語へｙ参加 

   ・人権ｙ花ｐくせ 
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   ・市教育委員会発行 人権教育推進資料 

  る人権教育指導プランれる人権教育実践事例集れ 

  る人権教育啓発プランれる人権教育ニュースれ 

頴 各学校ｒｙ取組 

  ・人権教育全体計画・年間指導計画ｙ作成 

  ・いｃげ防止基本方針ｙ策定 

・人権教育を取せ入そた授業ｙ実践 

   ・いｃげ撲滅強化月間ｙ取組 

   ・携帯・インターネット安全教室ｙ実施 

  ・心ｓ生活ｙアンケート 

  ・薬物乱用防止教室 

☆ 本校における人権教育ｙ取組 

 (1) 本校ｙ人権教育ｙ重点 

  ・人権を尊重し合う学級経営を実践すぜ。 

  ・小中一貫教育モデル校ｖＯけぜ取組 

 ・教職員Ｑ人権ｖ対すぜ理解を深げ，人権教育ｖ積極的ｖ取

組け。 

(2) 潤いｙ時間る人間関係プログラムれ 

 内容   人ｓ接すぜ際ｖ必要ｕ姿勢・態度・感情コントロール

ｙ仕方，相手ｙ感情を読ぐ取ぜ仕方を学び，直接体験

ｙ場ｒ定着を図ぜ。 

 時間  ＠～６年 各学期ｚｃげｖ６時間 

(3) アンケート調査や教育相談ｙ実施 

  穎 る心ｓ生活ｙアンケートれ 

  頴 携帯電話等ｙ生活実態調査へ５・６年ほ 

  英 いｃげ・長期欠席ｙ状況調査 

  衛 さわやＰ相談員・スクールカウンセラーｓｙ連携 

  詠 児童相談所・教育相談室ｓｙ連携 

 (4) いｃげ撲滅強化月間ｙ実施 

  穎 目的 いｃげ防止対策推進条例ｙ策定を受け，いｃげ撲滅

強化月間を実施しｑいぜ。 

  頴 内容  

・啓発ポスターｙ掲示ｓ学級ス 

 ローガンｙ掲載 

   ・いｃげ防止や思いやせｙ心を 

 育け校長講話 

   ・いｃげ防止ｖ向けた学級指導 

(5) 児童及び保護者へｙ啓発       人権ｙ木 

 ○人間関係Ｑ希薄ｕ子ｔこたちｖ，異学年ｖすぜｕＰすし遊び

等を通しｑ，他を思いやぜ心を育ｑ，人権意識ｙ向上を図ｎ

ｑいぜ。 

 

穎 土曜学校公開日ｖ全校道徳授業ｙ公開 

 頴 児童会・各学級ｖすぜ朝ｙあいさｏ運動   

 英 児童会ｙｕＰすし遊び 

(6) 校長ｙ取組 

 穎 強いテーダーシップｙ発揮 

 頴 校内人権教育部へｙ指導 

 英 人権問題を取せ上Ｗた校長講話 

(7) 小中一貫教育ｙ取組 

○小中一貫教育ｙ推進ｖすせ，児童生徒理解を深げ，人権意識

を高げぜ指導ｙ充実を図ぜ。 

 穎 小中一貫教育推進モデル校授業実践 

 頴 小中＠校合同人権教育研修会 

 英 小中一貫教育相互授業参観 

 (8) 同和教育ｙ取組 

○教職員ｙ研修を充実させ，学区ｖあぜ同和地区ｙ歴史ｖ  

 ｏいｑ理解し，人権意識を高げぜ。 

穎 同和教育推進協議会へｙ参加 

 頴 五反田会館ｓｙ連携   社会科見学等 

 英 小中合同人権教育研修会 

   ・同和地区ｙ経緯ｓ歴史 

   ・学区ｙ地域課題ｖｏいｑ意見交換 

 衛 五反田会館 文化祭参加・作品掲示 

６ 成果と課題 

＜成果＞ 

いｃげ防止対策推進条例ｙ制定ｖすせ，いｃげ防止基本方針

ｖ基ｐいｑ様々ｕ取組Ｑ，各校ｖＯいｑ実践さそ，児童ｙ人権

意識Ｑ高まｎｑいぜ。 

＜課題＞ 

数年前ｓ比べｑ社会ｙ変化ｖすせ，携帯電話等ｖすぜいｃげ

等ｙ問題Ｑ多くｕｎｑＲｑＯせ，課題解決ｙたげｖ，指導ｙ充

実を図ぜ必要Ｑあぜ。 

教職員ｙ年齢構成ｙ2極化ｖすせ経験ｙ浅い教員Ｑ増え，地

域ｙ歴史や変化ｖｏいｑ十分ｖ理解ｒＲｑいｕいたげ，地域理

解ｙ研修ｙ充実を図ぜ。 

７ おわりに 

今こｕＯ，いｃげ問題をｚｃげ様々ｕ課題Ｑあぜ。そｙすう

ｕ中，子ｔこたちＱ安心しｑ生活ｒＲぜすう，子ｔこたちｖ相

手ｙ立場ｖ立ｎた考え方ｕｔ，人権意識を今後こ継続的ｖ指導

しｑいくこｓＱ大切ｒあぜ。 
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１ ｚじめに 

 体育科ｙ目標ｚ，る心ｓ体を一体ｓしｑｓずえ，適切ｕ

運動ｙ経験ｓ健康・安全ｖｏいｑｙ理解を通しｑ，生涯ｖ

わたｎｑ運動ｖ親しけ資質や能力ｙ基礎を育ｑぜｓｓこ

ｖ健康ｙ保持増進ｓ体力向上を図せ，楽しく明ぜい生活を

営け態度を育ｑぜれこｓｒあぜ。 

 体力ｚ，人間Ｑ発達・成長し，創造的ｕ活動を行ｎｑい

くたげｖ必要不可欠ｕこｙｒあせ，る人間力れｙ重要ｕ要

素ｒあぜ。また，体力ｚ人間Ｑ知性を磨Ｒ，知力を働Ｐせ

ｑ活動しｑいく源ｒあぜｓｓこｖ，生活を営け上ｒｙ気力

ｙ源ｒこあせ，体力・知力・気力Ｑ一体ｓｕｎｑ人間ｓし

ｑｙ活動Ｑ行わそぜ。こｙすうｖ，人間ｙあずゆぜ活動ｙ

源ｖｕぜ体力を，子ｔこｙ時期ＰずしｎＰせｓ身ｖ付けｑ

いくこｓｚ，子ｔこｙ将来ｖｓｎｑ大変重要ｒあぜｓ考え

ぜ。 

 そこｒ，現在ｙ子ｔこｙ体力ｙ現状ｓ課題を踏まえｑ，

主体的ｖ体を動ＰしｑいＲいＲｓ運動ｖ取せ組け運動好

Ｒｕ子ｔこｖ育ｑぜｓｓこｖ，生活習慣ｙ改善を図ぜこｓ

ＱｒＲそぁ，総合的ｕ体力ｙ向上ｖ結び付くｓ考え，本校

ｒｚ以下ｙ取組を推進しｑいぜ。 

＊ 地域と学校ｙ概要 

 本校ｚ，和光市ｙ西端ｖ位置し，朝霞市ｓ隣接しｑいぜ。

昭和５＆年ｖ開校し，本年度創立４＃周年を迎えた。児童

数ｚ＠９＠名ｒ，＆＠学級ｙ小規模ｕ学校ｒあぜ。ＰＴＡ

組織ｚｕいＱ，保護者・地域ｙ学校ｖ対すぜ関心ｚ高く，

多くｙ協力・支援を得ｑいぜ。 

へ＆ほ学校教育目標 

  ・すく考え，行動すぜ子ｔこ 

  ・仲すく助け合う子ｔこ 

  ・健康ｒたくましい子ｔこ 

へ＊ほ本校ｙ特色ｓ実態 

本校ｒｚ，平成＊６年度～＊８年度ｙ＠年計画ｒ体育科

ｙ和光市研究委嘱を受けぜｓｓこｖ，＊○年度・＊８年度

ｙ＊年間，埼玉県体力課題解決研究校ｙ指定を受け，総合

的ｕ体力向上ｖ取せ組つｒいぜ。 

 

 

 

平成＊６年度ｙ新体力テスト結果シートによる 

総合評価 

種 別 

総合評価 

本校ｙ割 

へ％ほ 

県ｙ割合 

へ％ほ 

A+B 54.4 49.6 

A+B+C 86.5 81.3 

D+E 13.5 18.7 

各運動種目ｙ県ｓｙ比較 

 
男子へ４８項目ほ 

県ｓｙ比較 〇へ上回ぜほ ―へ同ｃほ ×へ下回ぜほ 

項目数 27 0 21 

割合へ％ほ 56.3 0.0 43.8 

 

 
女子へ４８項目ほ 

県ｓｙ比較 〇へ上回ぜほ ―へ同ｃほ ×へ下回ぜほ 

項目数 31 0 17 

割合へ％ほ 64.6 0.0 35.4 

 

 
合計へ９６項目ほ 

県ｓｙ比較 〇へ上回ぜほ ―へ同ｃほ ×へ下回ぜほ 

項目数 58 0 38 

割合へ％ほ 60.4 0.0 39.6 

３ 研究ｙ実践 

へ＆ほ研究主題 

   主体的ｖ体を動Ｐし，いＲいＲｓ運動ｖ取せ組け児

童ｙ育成～運動大好Ｒ北原ｎ子～ 

へ＊ほ研究ｙ視点・手立ｑ 

穎視点＆ 主体的ｖ運動ｖ取せ組こうｓすぜ指導ｙ工夫 

校内ｖ常設ｙ体力向上

コーウーを設置し，目標数

値や学年別ｙランキング

を掲示すぜｓｓこｖ，前屈，

体側ｙ柔軟性ｙ具体的ｕ

数値を表示しｑいｏｒこ

確認ｒＲぜすうｖしｑいぜ。また，握力ｖ気軽ｖチャ

レンジｒＲぜすう握力計を置いた計測コーウーを設置

しｑ，主体性を喚起しｑＲｑいぜ。 

手立ｑ： 雰囲気，場ｐくせ，達成感，向上心喚起 

 

ま研究領域み  Ⅱ 教育課程 

第６分科会  健やかな体 

ま研究課題み  健やかｕ体を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み 

① たくまｂく生きるためｙ体力を育け教育活動ｙ推進 

                 提案者  和光市立北原小学校長  早  房  茂  雄 
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技ｙ系統性や段階ＱすＵｖ確認ｒＲぜカーゥｓ，技ｙ 

  出来栄えｖすせｒＲた段階を記録ｒＲぜカーゥを作成 

  しｑ活用すぜこｓｖすせ，自分Ｑ今ｔこまｒｒＲｑいぜ 

  ＰＱ分Ｐぜすうｖしｑいぜ。 

器械運動基礎感覚づくり系統表 

腕支持感覚 

◎腕に体重をかけｑ支えることＱｒきる。 

●アゅヅシ  ●コンパス  ●かえる倒立  

●かえるｙ足打ち ●手押ｂ車  ●馬跳び ●くま歩き 

逆さ感覚 

◎逆さにｕっｑ身体を支配ｒきる。 

●かえる倒立 ●かえるｙ足打ち ●手押ｂ車 ●馬跳び 

●うさぎ跳び ●背支持倒立 ●ブリッジ 

回転感覚 
◎逆さにｕっｑ回転することＱｒきる。 

●前転Ｑり ●丸太転Ｑり ●川跳び ●後ろ転Ｑり 

平衡感覚 

◎バヅンスをとることＱｒきる。 

●片足バヅンス ●片手バヅンス ●つま先立ち  

●平均台遊び ●片足跳び ●両足跳び 

高さ感覚 

◎高い所から飛び下りｑ，空間に体Ｑ浮く感じＱつかめる。 

●跳び箱から飛び下り ●鉄棒から跳びおり 

●平均台から跳び下り ●ステージから飛び下り 

           ※特に安全に配慮ｂｑ行う。 

頴視点＊ 積極的ｖ仲間ｓ関わせ合Ｏうｓすぜたげｙ

指導ｙ工夫 

手立ｑ：グルーピング，チーム編成ｙ工夫 

      学び合いＱｒＲぜ学習形態ｙ工夫     

学習すぜ運動領域，単元，指導時数等を勘案し，児

童ｙ実態ｖ即した男女混合等質・異 質ｙグループや，

兄弟チームｒｙ関わせこｒＲぜすう配慮しｑいぜ。相

互ｙ学び合いＱしやすい環境を整備し，こｙこｓｖす

せ，言語活動ｙ充実を含げｑ，実践的ｕ活動Ｑ行えぜ

すうｖｕｎた。 

英視点＠ 技能を高げぜたげｙ工夫 

  手立ｑ：運動時間ｙ確保，技能指導時間ｙ確保， 

     ＆単位時間ｒ確実ｖ教えぜ場ｙ設定 

準備運動や主運動ｖ入せやすくすぜたげｖ，※ＧＭを

効果的ｖ活用しｑ抵抗感を取せ除くｓｓこｖ，※ＧＭを

利用した学習時間ｙマネジメントを確立させぜこｓｖ

すｎｑ，教師Ｑ技能指導ｖ携わそぜ時間を増やすこｓＱ

ｒＲた。また，そｙ時間ｖ確実ｖ身ｖ付けたい動Ｒｖト

ライすぜ意図的ｕ場ｐくせを行い，教師ｙ共通理解ｙこ

ｓｖ，ｔｙ学年・学級ｒこ教えぜべＲこｓｚ徹底しｑ教

えぜ体制を整え，実践しｑＲｑいぜ。 

衛視点４ 生活習慣ｙ見直しｓ改善 

  手立ｑ：健康チェックカーゥｙ作成，活用 

  こｙ健康チェックカーゥｒｚ，起床・食事・睡眠・排

便・デンタルケアｙ項目を設定し，自分ｒ記入しｑ振せ

返せをさせぜこｓｖすせ，自分ｙ健康状態ｓｙ関連性ｖ

気ｐＰせ，主体的ｕ 

 実践力を育つｒいぜ。 

 更ｖ，家庭ｒこ共通 

 ｖこｙカーゥを利用 

 しｑ，子ｔこ，家庭， 

 学校Ｑ健康ｖ関すぜ 

 情報を共有し，共通 

 認識を持ｎｑ取せ組 

 げぜすう働ＲＰけｑ 

 いぜ。そｙ結果，保 

 護者Ｐずこ，日々ｙ 

 子ｔこｙ健康状態や， 

 体ｙ変化Ｑ把握しや 

 すくｕｎたｕｔｙ情 

 報Ｑ入ぜすうｖｕｎ

た。 

へ＠ほ健やＰｕ体ｙ育成ｙ実践 

  穎朝マラソンｙ継続指導 

基礎肺活量，全身持久力及び筋持久力，長距離走ｖＯ

けぜ体力向上を目指し，毎週火曜日ｙ朝，全校児童Ｑ校

庭ｒマラソンｖ取組け時間を設定し，継続指導ｖあたｎ

ｑいぜ。 

頴体力テストデータｙ活用 

本校ｖＯけぜ体力テストｚ５月ｖ第＆回，＆＆月頃ｖ

第＊回ｙ計測を行い，ミゥルスパンｒ取せ組つｋ成果ｓ

しｑ，ｔｙ程度向上しｑいぜｙＰを細Ｐく把握ｒＲぜす

うｖ工夫しｑいぜ。 

英外遊びｙ励行 

日常的ｕ身体活動を行うこｓＱｒＲぜ毎日ｙ業前・業

間・昼休ぐ・放課後ｖＯいｑ，様々ｕ運動遊びｖチャレ

ンジｒＲぜすうｖ，楽しく遊ぶこｓＱｒＲぜ場や遊具・

器具ｙ整備を進げｑＲｑいぜ。 

§ おわりに 

  本校ｚ，体力向上ｙ研究

を始げｑ今年ｒ＊年目ｒ

あぜ。本年度ｚ，特ｖ体育

授業ｙ充実ｖ主眼を置Ｒ，

指導力向上ｙたげｙ指導

法研究を進げｑＲｑいぜ。  

  主体的ｖ取せ組け体育授業や教育活動ｙ充実を通し

ｑ，生涯ｖわたｎｑ運動ｖ親しぐ，健康ｒ明ぜい生活を

送ぜこｓＱｒＲぜ児童を育成すぜこｓＱｒＲぜすう，校

長ｓしｑ更ｖテーダーシップを発揮しｑいＲたい。 
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１ ｚじめに 

 近年ｙ急速ｕ社会ｙ変化ｚ，私たちを取せ巻く環境を

大Ｒく変え，子ｔこたちｙ生活や成長ｖこ大Ｒｕ影響を

及ぼし，生活習慣病やアレルぽー疾患等ｙ新たｕ健康課

題を生ｃさせｑいぜ。 

 今，不可欠ｕｙｚ，子ｔこたちＱ生涯を通しｑ健やＰ

ｖ成長しｑいく基盤ｓしｑ，運動・栄養・休養を柱ｓす

ぜ調和ｙｓそた生活習慣を形成すぜこｓｒあぜ。学校教

育ｖｚ，子ｔこたちＱ夢をこち，潤いｓ活力ｙあぜ生活

を送そぜすう，健康ｕ生活へｙ意識を高げ，主体的ｖ実

践すぜ能力や態度を育けこｓ，そそを可能ｖすぜ教育課

程を編成し，実施・評価・改善を図ぜこｓＱ求げずそｑ

いぜ。特ｖ小学校期ｙ役割ｚ重要ｒあぜ。家庭・地域・

関係機関ｓ連携した取せ組ぐを充実させｑいくこｓＱ

大切ｒあぜこｓｚ言うまｒこｕいＱ，取組ｙ認知度ｚ十

分ｓｚ言えｕい。児童ｙ発達段階や家庭・地域ｙ実態を

踏まえｕＱず，すせ確Ｐｕ取組を進げぜ。こｙすうｕ視

点ｖ立ち，健康教育を推進すぜ上ｒｙ，校長ｙ果たすべ

Ｒ役割を究明すぜ。 

＊ 学校ｙ概要 

本校ｚ明治 6年 4月ｖ開校し，地域ｙ学校ｓしｑ 142

年目を迎えた。坂戸市ｙ東部ｖ位置し川島町ｓ隣接しｑ

いぜ。北Ｐず東ｖｚ越辺川Ｑ流そ，水田地帯Ｑ広Ｑぜ。

Ｐｏｑｙ純農村地帯Ｐず，東坂戸団地ｙ造成，上谷小学

校ｙ分離新設，平成 20 年ｙ圏央道坂戸インターｙ開通

を経ｑ，変貌を遂Ｗｏｏあぜ。学校周辺ｖｚ住宅地Ｑ広

Ｑせ，新興住宅こ増え始げｑいぜ。日本ｙ製紙王大川平

三郎翁生誕ｙ地ｒあせ，素直ｒ，る平三郎翁ｙ業績ｖ触

そ，郷土愛をこｏ子れｙいぜ学校ｒあぜ。保護者や地域

ｙ方々Ｑ学校ｖ寄せぜ期待ｚ大Ｒく，大変協力的ｒあぜ。 

３ 研究ｙｘらい 

健康教育を着実ｖ推進すぜ。子ｔこたちｖｓｎｑ抽象

的ｕる健康れｙ概念をすせ具体的ｖし，子ｔこたちＱる健 

 

 

 

 

 

 

 

康ｕ生活れｖｏいｑ実感を伴ｎｑ学習すぜこｓＱｒＲぜ

すう工夫すぜこｓｒ，子ｔこたちｖ主体的ｖ学習ｖ取せ

組け態度を育成すぜ。る知ぜれをるわＰぜれｖ。るｒＲぜ

力れをるしｑいぜ姿れｖ変換しｑいくこｓをｘずう。 

(1)学校保健ｙ視点Ｐずｙアプローチ 

(2)学校安全ｙ視点Ｐずｙアプローチ 

(3)食育・学校給食Ｐずｙアプローチを中心ｖ 

§ 研究ｙ方法 

(1)経営ビジョンｙ明確化 

(2)教育課程へｙ位置ｐけｓ着実ｕ実践 

(3)地域ｙ特性を生Ｐした健康教育 

(4)家庭・地域・関係機関ｓｙ連携 

☆ 坂戸市ｙ取組 

(1)坂戸市指導ｙ重点 

 

 

(2)ペ体力貯金れｙ取組 

(3)ペ食育プログラムれｙ開発ｓ実施 

  坂戸市ｒｚ，女子栄養大学ｓ協働し，全小中学校ｒ

児童生徒ｙ健康並びｖ食生活ｙ向上を目指したる食育

プログラムれｖ取せ組つｒいぜ。小学校 11 時間・中

学校 2時間分を教育課程ｖ位置付けｑいぜ。 

(4)地域ｙ食材を生Ｐした食育ｙ推進 

葉酸プロジェクト…栄養価ｙ高いペすいＯうボペ坂戸

ル―コラボを使ｎた給食メニュー。テクエスト給食・Ｏ

祝い給食ｙ実施。 

(5)ペわたしｙ歯ｎぅ―フばイルれｙ使用開始 

  児童Ｑ，自分ｙ歯や口ｙ健康状態ｖ関心を持ち，歯

や口ｙ健康課題を自分ｒ考え，健康を保ｏたげｖ必要

ｕ態度や習慣を身ｖ付けぜこｓを目的ｓしｑいぜ。(歯

科医師会すせ寄贈) 

 

６ 学校ｙ取組 

ま研究領域み Ⅱ 教育課程 

第６分科会  健やかな体 

ま研究課題み 健やかｕ体を育け教育課程ｙ編成・実施・評価・改善 

ま視点み 

② 主体的，実践的ｕ能力や態度を育け健康教育ｙ推進 

                  提案者  坂戸市立三芳野小学校長  時 山  久美子 

健康作生活の実践意欲を喚起する指導の工夫 

食に関する実践力を高めら参る指導の工夫 
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(1) 経営ビジョンｙ明確化 

 穎目指す学校像る一人一人Ｑ，自分ｙ役割を果たし成

長ｒＲぜ学校れを掲Ｗ，教職員・児童・家庭・地域

ｙ一人一人Ｑそそｉそｙ立場ｒ自分ｙ役割を考え，

協働しｑ学校力を高げぜすうｖした。 

頴学校経営方針へｙ明確ｕ位置ｐけ 

指導ｙ重点＊―潤いｙあぜ心を育ｑぜ教育 

活動ｙ推進・健康教育ｙ充実 立腰教育 

     ・体験活動ｙ充実   (抜粋) 

 英校務分掌ｙ明確化 

  ア全校を挙Ｗｑ組織的ｖ食育を推進すぜたげｖ，食

育担当(坂戸市食育推進委員を兼任)を置Ｒ，中心

的ｕ役割を担うすうｖした。中学年ｙ栽培活動等

ｙ見直し。 

  イ学校栄養職員ｓ給食主任ｒ連携し，給食を中心ｓ

した食育を推進すぜ。 

   へ┉ほるこＵこＵ通信れ(家庭向け)ｙ発行 

      へｲほる食育コーウー(食材紹介)れｙ設置 

   へ┋ほペハッピールーム給食ボ等ｙ実施 

   へ┌ほ委員会活動：今日ｙ献立ｖ放送 

給食ﾚ┵ｼﾞｬｰｙ訪問 

    へ┍ほ鞘剥Ｒ・皮けＲ等体験(＆～４年) 

  ウ養護教諭・保健主事ｙ連携ｖすせ，学校保健教育

を推進すぜ。 

   へ┉ほる歯ぐＱＲタイムれｙ実施 

      へｲほ掲示資料ｖすぜ啓発 

   へ┋ほ委員会活動：朝会・歯磨Ｒﾚ┵ｼﾞｬｰ等 

  エ安全主任を中心ｖる自分ｙ命ｚ自分ｒ守ぜれ指導

ｙ日常化を図ｎｑいぜ。 

  オ体育主任を中心ｖ運動好Ｒｕ児童ｙ育成を図ぜ。

運動や健康ｙコんを全校向けｖ掲示しｑｙ呼び

Ｐけや，学び･遊びを支えぜペライン計画ボを立案し

実行しｑいぜ。 

(2)教育課程へｙ位置ｐけｓ着実ｕ実践 

穎全体計画・年間指導計画ｙ見直し…実態ｖ即しｑ

修正し，教職員ｙ共通理解を図せｕＱず，学校ｙ

教育活動全体を通しｑ切そ目ｙｕい確Ｐｕ健康教

育を推進しｑいｎた。 

頴食ｖ関すぜ授業等ｙ実践 

  ア職員室を，教職員ｙる共有ｓ創造ｙ場れｓした。 

 へ┉ほ市主催ｙペ食育プログラム研修ボｙ伝達ｓ事前打 

      合せを行う。学習指導案をこｓｖ担任，学校栄 

      養職員(栄養教諭)，養護教諭そそｉそｙ役割を 

      明確ｖした。 

 へｲほる食育プログラムれｚ，坂戸市独自ｙキャラク 

      ターるさＰｔつちごつれを通しｑ健康ｕ生活を 

      考えぜ構成ｖｕｎｑいぜ。ゲームや，調べぜ学 

      習，分類，献立ｙ立案，ICT活用ｕｔアクティ 

      ブ・ラーニングＱ随所ｖ取せ入そずそｑいぜた 

      げ，教材教具ｖ熟知し，段取せ良く進げずそぜ 

      すうｖしｑＯく。 

 イ本校Ｑ授業ｙ基本ｖ据えｑいぜろ三芳野小ｙ授業 

    ｐくせわｖテンクさせた。 

(3)家庭・地域・関係機関ｓｙ連携 

ア学校便せや HP，学年便せ等を活用し，保護者ｖ

発信すぜ情報量を増やしｑいぜ。 

イ学校給食運営協議会ｙ実施ｓ内容ｙ充実 

ウ給食試食会ｒｙ保護者へｙ啓発 

エ学校保健委員会ｒｙ課題ｙ共有ｓ啓発 

オ養護教諭ｙ専門性を生Ｐした個別ｙ相談 

７ まとめ 

 市内平均ｓｙ比較ｒｚ，視力や歯垢・歯肉炎等ｖ改善

Ｑぐずそた。親ｙ仕上Ｗ磨Ｒを含け歯ぐＱＲ指導ｙ充実

を図せたい。児童Ｑ栽培した野菜ｙ給食食材化，児童ｙ

発案ｖすぜ啓蒙活動ｒ食ｖ対すぜ関心ｙ高ませこ見ず

そた。継続的ｕる食育プログラムれｙ実施ｒ，全体ｙ朝

食ｙ摂取率ｚ高い。学校ｓ家庭ｓｙ双方向性ｙ取組や学

校Ｑ中心ｓｕｎｑ家庭，地域連携ｓ協働ｒＲぜ個別具体

的・継続的ｕ取組を今後こ実施しｑいく必要Ｑあぜ。冬

場ｙ体育ｙ事故防止ｖ向け，児童ｙ自覚を促し，体制を

整えぜ。 
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１ ｚじめに  

 大Ｒく社会Ｑ変化し，いｃげ，教職員ｙ不祥事，大

量退職・大量採用ｖすぜ急激ｕ世代交代等，学校教育

ｚ多岐ｖわたぜ課題ｖ直面しｑいぜ。そｙ解決を図せ

ｕＱず，日々ｙ教育活動を充実させ，児童ｙる生Ｒぜ

力れを育つｒいＰｕけそぁｕずｕい。そｙたげｖｚ，

質ｙ高い教育を実践すぜ学校ｐくせＱ必要ｒあせ，教

職員一人一人ｙ資質能力を高げ，学校ｓしｑｙ教育力

を高げぜ必要Ｑあぜ。 

 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，深谷市ｙ南西部ｖ位置し，雑木林や畑ｕｔ

農村地域ｙ中ｒ，自然豊Ｐｕ環境ｖ恵まそた学校ｒあ

ぜ。今年ｒ開校＆＊○年目を迎え，昭和＊＠年Ｐず県

内初ｙ女性校長  強瀬タん先生Ｑ勤務した学校ｒあ

ぜ。現在，児童数＊○＃名，学級数＆＊学級へうち，

特別支援学級＊ほｒあぜ。学区内ｖ児童養護施設Ｑあ

せ，＆＠名ｙ児童Ｑ在籍しｑいぜ。児童ｚ，素直ｒ純

朴ｒあせ，ゆｎたせｓしｑいぜ。保護者・地域ｙ方ｚ

本校ｙ卒業生Ｑ多く，学校ｖ対すぜ協力こ献身的・積

極的ｒあぜ。 

 学校教育目標ｚる思いやせｙあぜ子れるすく考えぜ

子れペＱつぁぜ子ボｒあせ，るろあいさｏ日本一わろ笑

顔Ｑあふそぜわ本郷小学校れをスローガンｖ，具現化

をげａし，教育活動ｙ充実ｖ取せ組つｒいぜ。  

 

３ 研究ｙｘらいへ本校ｙ課題ほ  

今年度ｙ県費教職員＆９名ｙ構成ｚ以下ｙ通せｒ

あぜ。        □男性 ○女性 ■●担任外 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本校ｚ，＆９名ｙ県費教職員ｙうち，男性教員ｚ５

名いぜＱ，担任をしｑいぜ教員ｚ＆名ｒあぜ。全体的

ｕ年齢構成ｚ，４＃歳前後ｙ中堅層Ｑ多いＱ，経験年

数＆＃年以下ｙ教員Ｑ＆＃名ｓ，半数を上回ｎｑいぜ。 

 小規模校ｒあぜたげ，部会等ｒ話し合う機会こ少ｕ

く，組織ｓしｑ活動しｑいぜ意識Ｑ薄い。そこｒ，組

織力ｙ向上を学校ｙ課題ｓ考え，そｙ解決ｖ向けｑ取

せ組つｒいぜ。 

 

§ 課題解決に向けた取組 

(1) 組織力ｙ向上をげａしｑ 

 穎 校内研究ｙ推進 

  今年度，本校ｒｚ，る基礎・基本ｙ定着を図せ， 

進つｒ問題解決すぜ児童ｙ育成－算数科ｖＯけぜ

学習指導方法ｙ研究－れを研究課題ｖ校内研究ｖ取

せ組つｒいぜ。 

ア げａす授業ｙ共通理解ｓ共通実践 

 算数ｚ，全学年ｒ指導すぜ教科ｒあぜｙｒ，学習

過程や板書，ノート指導等ｖｏいｑ共通実践をすぜ

こｓｒ効果を上ＷぜこｓＱｒＲぜ。年度当初ｙ研修

等をこｓｖ，研究主任を中心ｓしｑ本郷小スタンダ

ーゥを作成し，共通実践ｖ取せ組つｒいぜ。 

イ 全教員ｖすぜ指導案検討会 

 全校ｒ行う校内授業研究会を年＠回計画しｑい

ぜ。そｙ際，学年・ブロックｒ指導案を検討した後，

全教員ｖすぜ検討を行う。こそｖすせ，授業を参観

すぜ時ｙ視点Ｑ明ずＰｖｕせ，研究協議ｖｚ，話合

いｙ柱を共通理解しｑ参加すぜこｓＱｒＲぜ。  

ウ 参加型へワークショップ型ほｙ研究協議  

 研究協議ｚ，全員Ｑ意見をこｎｑ臨ぐ，表現すぜ

機会をこｑぜすうｖ，ワークショップ型ｒ行う。意

見を出し合い，短時間ｒまｓげぜ中ｒ，教員同士ｙ

コミュニケーションＱ図そ，連帯感こ高げｑいぜ。 

エ 研究部ｙ活動状況ｙ見えぜ化 

 各研究部ｙ活動状況を表示すぜ場所を設け，研究

部ｙ取組を教職員Ｑ共有し，Ｏ互いｙ活動を協働ｒ

Ｒぜすうｖしｑいぜ。 

ま研究領域み Ⅲ 指導・育成 

第７分科会  研究・研修 

ま研究課題み  学校ｙ教育力を向上させる研究・研修ｙ推進 

ま視点み 

① 教員ｙ資質能力を高める校内研究・研修ｙ推進 

                             提案者  深谷市立本郷小学校長  栗 原  孝 子 
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＜一人一授業について＞ 

頴 組織を意識した活性化 

  ア 学校評価を活用しｑｙPDCAサイクルｙ確立 

年＊回行ｎｑいぜ学校評価ｒｚ，評価結果Ｐず

課題点を明ずＰｖし，担当Ｑ改善策を提案すぜ。

そそを共通理解し，試験的ｖ短期間取せ組ぐ，

問題ｕけそぁ本格実施ｓしｑいぜ。 

イ 部会ｙ活性化 

小規模校ｒあぜたげ，部会ｓしｑｙ活動Ｑ少

ｕＰｎた。大Ｒｕ行事等ｙ提案前ｖｚ，部会を

開Ｒ，昨年度ｙ課題を検討し，改善点や変更点

を明ずＰｖしｑ提案すぜすうｖした。  

  ウ 教科等主任ｓしｑｙ意識ｙ高揚   

   教科ｖ係ぜ作成文書へ学級ｖＯけぜ指導計画や

指導案等ほｚ，各主任Ｑ目を通し，アゥバイスを

しｑ改善しｑＰず提出すぜすうｖし，校内ｙ各教

科等をテーゥすぜ存在ｒあぜ意識を高げｑいぜ。 

英 研修時間ｙ確保 

 ア  研修日へ木曜日ほ 

  毎週木曜日を研修日ｓしｑいぜ。＆年生以外６

時間授業ｙたげ，通常日課ｒｚ研修ｙ開始Ｑ＆６

時＠＃分ｖｕｎｑしまうｙＱ常ｒあｎた。そこｒ，

木曜日ｋけ別ｙ時程ｓし，研修Ｑ＆５時＠＃分ｖ

ｚ開始ｒＲぜすうｖしｑいぜ。  

 イ ミニ研修会へ冬季＠Ｐ月ｙ火曜日ほ   

  学期ｖ＆度，土曜授業を実施しｑいぜ。そこｒ

授業時数を増やせた分，＆＆月～＆月ｙ＠Ｐ月間，

全学年を５時間授業ｓしｑ児童ｙ下校時ｙ安全

を確保しｑいぜ。そこｒ，時間ＱｒＲた約＆時間

を使い，児童ｙ実態ｖ応ｃｑ必要ｓｕｎた内容ｖ

ｏいｑ，適時ミニ研修会を行ｎｑいぜ。   

(2) 一人一人ｙ指導力ｙ向上をげａしｑ 

 穎 るｚｏずｏ先生れへ文部科学大臣優秀教員表彰

受賞教員ほＰず学ぶ研修へる道徳教育れｒ受賞ほ 

  ア 道徳ｙ授業公開ｙ参観 

   ５年経験者研修や県教委Ｐずｙ訪問等，当該教

諭Ｑ道徳ｙ授業を公開すぜ際ｖｚ，本校ｙ教員こ

参観し，道徳ｙ指導法等を学ぶ機会ｓしｑいぜ。 

  イ 自主研修会へ道徳・学級経営ほ 

   当該教諭ｚ，５年経験者研修ｙ指導者ｓしｑ，

昨年度ｚ道徳，今年度ｚ学級経営ｖｏいｑ指導し

ｑいぜ。研修用ｖ作成した資料を基ｖ，校内ｙ経

験Ｑ＆＃年以下ｙ教員ｖ呼びＰけ，自主研修会を

実施し，学級経営を基盤ｓした道徳教育ｖｏいｑ

学ぶ機会ｓした。 

 頴 ベテラン教師ｖすぜ公開授業ｓミニ講義  

  校内ｙベテラン教師Ｑ得意ｓすぜ教科ｒ公開授

業を行い，授業後へ放課後ほｖｚ，自主研修ｓしｑ， 

教科ｙ指導ｙポイント等ｖｏいｑｙミニ講義を行

ｎｑいぜ。 

英 一人一研究授業 

 年度ｖ一度ｚ，指導

案を作成しｑ授業公

開を行う。授業後ｖｚ

へ可能ｕ限せ当日ほ，

管理職や教科主任等

ｓ研究協議を行う。そ

ｙ際，校長ｚ授業参観

ｙ記録＜一人一授業

ｖｏいｑ＞を作成し，

ｔｙ教科等ｒこ同ｃ視点ｒ指導すぜすうｖした。  

衛 他校ｙ授業参観へｙ参加ｙ奨励  

 他校ｙすい授業ｙ参観を奨励し，指導や教育環境

ｖｏいｑ学ぶ機会ｓしｑいぜ。参加後ｖｚ，る授

業参観ｙ記録れを作成させ，共有しｑいぜ。 

 ア るここぞａし深谷教師塾れｙ活用 

    市教育委員会実施ｙるここぞａし深谷教師塾れ

へ深谷市教育委員会ｓ北部教育事務所教育支

援・学力向上推進担当訪問ｙ際ｙ授業公開ほを，

力ｙあぜ先生ｙ授業を見ぜ機会ｓしｑいぜ。  

イ  岡部中学校区小中学校へｙ授業参観  

    岡部地区内ｖｚ，４ｏｙ小学校ｓ＆ｏｙ中学校Ｑあぜ。

こｙ５校ｒ，岡部中学校区小・中連絡協議会を設け，小中

一貫教育や小小連携ｙ推進を図ｎｑいぜ。そｙ取組ｙ一ｏ

ｓしｑ，市教委ｓ教育事務所ｙ訪問ｙ際ｖｚ，ｔｙ学級ｙ

授業こ自由ｖ参観すぜこｓＱｒＲ，小中一貫等ｙ視点Ｐず

こ，他校ｙ教育活動を知ぜ機会ｓｕｎｑいぜ。 

 

☆ まとめ  

 学校ｙ教育力を向上させぜたげｖ校長ｚ，学校ｙ課

題を把握し，テーダーシップを発揮しｑ学校ｙ教育力

ｙ向上をげａし，研究・研修を推進しｑいＰｕけそぁ

ｕずｕい。今後こ教職員一人一人ｙ資質能力ｙ向上ｖ

向けｑ，教職員ｙライフステージ等ｖ応ｃた研究・研

修を充実させ，組織力ｙ向上を図ｎｑいＲたい。  
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ま研究領域み Ⅲ 指導・育成 

第７分科会  研究・研修 

ま研究課題み 学校ｙ教育力を向上させる研究・研修ｙ推進 

ま視点み 

② 教職員に展望や参画意識をこたせる研修ｙ推進 

                        提案者  秩父市立高篠小学校長  島 嵜  孝 夫 

１ ｚじめに

 社会や環境Ｑ急速ｖ変化し，教職員ｙ世代交代こ進行すぜ中，

学校教育ｙ使命・責務を果たすたげｖｚ，質ｙ高い教育を実践

すぜこｓＱ極げｑ重要ｒあぜ。 

 そｙたげｖｚ，教職員一人一人ｙ資質能力を高げ，未来へｙ

展望や学校経営へｙ参画意識をしｎＰせｓ持たせ，学校Ｑ一丸

ｓｕｎｑ教育を展開しｑいくこｓＱ求げずそｑいぜ。 

研修を推進すぜｖ当たせ，校長ｓしｑｚ，個々ｙ教職員ｙ特

性や力量を把握し，研修ｙ明確ｕ方向付けを行い，強いテーダ

ーシップを発揮したい。 

また，自ずｙ資質能力ｙ向上を図せ，確Ｐｕ先見性，洞察力

等を身ｖ付けぜｓ共ｖ，Ｒげ細Ｐｕステップｒ，全教職員Ｑ研

修を行い，るやｎｑすＰｎたれｓ心Ｐず言えぜすうｕ研修ｖしｑ

いく必要Ｑあぜ。 

 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，明治＆９年開校ｙ歴史ｓ伝統ｙあぜ学校ｒあぜ。平

成＊＊年ｖ校舎，体育館，平成＊＠年ｖプールＱ新しく完成し，

全国ｖ誇そぜ素晴ずしい施設ｓｕｎた。特ｖ校舎ｚ，秩父銘仙

ｕｔ機織せ工場ｙ屋根や模様を取せ入そｑデゅインさそｑいぜ。

また，学校ｙ敷地ｖｚ，るしｙｙげ台れｓいう小山Ｑあせ，自然

環境ｖこ恵まそ，子ｔこたちｙすい学習ｙ場ｓｕｎｑいぜ。 

 学校規模ｚ，児童数＊○９名，＆＠学級ｙ秩父ｒｚ中規模ｙ

学校ｒあぜ。昨年度まｒｚ，埼玉県教育委員会委嘱ｙる体力課

題解決研究校れｓしｑ，＊年間，研究を積ぐ重ｘｑＲた。学校

経営ｙ柱こるあいさｏ日本一れる絆ｙ授業れる運動日本一れｓ明

快ｖし，学校や地域ｙ合い言葉ｓしｑ浸透しｑいぜ。 

 

＠ 実践ｙ概要へ体育科ｙ研究を通しｑほ 

(＆) 研究・研修ｙ方向性ｙ明確化 

一人一人ｙ教職員ｖ十分ｕ指導力Ｑあｎｑこ，ベクトルｙ

向ＲＱ同ｃｒｕくｑｚ，学校ｓしｑｙ高い教育力ｚ望げｕい。

年度当初ｖ時間を設け，教職員ｓ丁寧ｖ議論を重ｘ，研究ｙ

方向性をしｎＰせｓ明示すぜこｓＱ必要ｒあぜ。共通理解・

共通行動ｚ，不可欠ｒあせ，成否ｙ鍵ｓｕぜ。 

校長ｓしｑｚ，実態把握ｓ研究・研修ｙゴールをわＰせや

すくイメージさせ，そｙたげｖｚ何をしたずすいＰを考えさ

せぜたげｙ支援を行う。軌道ｖ乗せぜまｒＱ肝心ｒあぜ。 

穎 児童ｙ実態把握ｙ共有 

研修を推進すぜｖ当たｎｑ，まｅ児童ｙ実態を把握すぜ

こｓＱ第一ｒあぜ。本校ｙ課題ｚ，運動好Ｒｕ子ｚ多いＱ，

体力面ｒｚ二極化傾向Ｑあせ，県ｙ課題ｒあぜボール投Ｗ

ｚすいＱ，跳躍力ｓ握力ｖ課題Ｑ見ずそぜ。 

頴 グランゥデゅイン，マニフェストｙ作成 

年度当初ｖグランゥデゅインやマニフェストｖ目指す方

向性や具体的方策，指標等を示し，全教職員ｖ重点目標ｙ

把握ｓ取せ組けべＲ内容を浸透させぜ。また，家庭・地域

へこ配布し，学校ｙ取せ組けべＲ姿を周知すぜ。 

英 学級経営案や自己評価シートｓｙ連鎖 

 学校経営方針や研修計画等ｓ個人ｙ課題や役割をテンク

させ，個々ｙ目標Ｑ達成さそぜこｓｖすせ，学校目標ｙ達

成ｖｏｕＱぜこｓを強く意識させ，教職員ｙ参画意識を高

げぜ。 

衛 絆ｙ授業 

本校ｙ体育ｙ研究ｙ柱をる教師ｓ児童ｓｙ温Ｐい人間関

係をベースｖした授業れｓし，る絆ｙ授業＆＃れを示した。 

る絆ｙ授業＆＃れｓｚ，特別ｕこｓをすぜｙｒｚｕく，

いｏこ子ｔこたちを笑顔ｒ迎え，新鮮ｕ感覚や感動を大切

絆の授業鰆鰌 

１ いつこ笑顔ｒ子ｔこたちを迎えます。 

＊ 拍手やハイタッチｒゼードを盛り上Ｗます。 

３ 少年ｙようｕ新鮮ｕ感覚ｒ教材研究をｂます。 

§ 子ｔこたちとｙコミュニケーションを大切にｂます。 

☆ 子ｔこたちへｙｘぎらいｙ気持ちを大切にｂます。 

６ 発問や言葉Ｑけｒ，子ｔこｙ気づきを大切にｂます。 

７ リズゼやテンポｒ運動量を確保ｂます。 

８ 発表や教え合いｙ場面を重視ｂます。 

９ 評価を大切にｂ，深い感動や意欲をかきたｑます。 

10  家庭へｙ情報発信ｒ絆を深めます。 
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ｖした授業実践ｒあぜ。 

詠 研究通信ｙ発行 

職員向けｙ校長便

せｙ発行ｖすせ，研

究ｙ方向性を確認し

合い，授業改革ｕｔ

ｙ多くｙ情報発信ｖ 

努げた。        校長便せん絆ｙ授業へｙ道ゐ 

(＊) 研究・研修ｙ推進 

目指す方向Ｑ決ませ，進けべＲ道ＱｚｎＲせｓすぜｓ研究

ｖ勢いＱ出ｑくぜ。ここｒｚ，教職員ｙ主体性を大切ｖし，

すい点を認げ評価し，全体ｙこｙｓしｑ広ＷｑいくこｓＱ大

切ｒあぜ。 

穎 ミゥルテーダーｙ育成 

研修ｙ中心的人材を適材適所ｖ配置し，力量を発揮させ

ぜこｓＱ研修ｙ活性化ｖｏｕＱぜ。役割を任せｑ育ｑぜこ

ｓｖすせ，本人Ｑ大Ｒく成長ｒＲぜｋけｒｚｕく，若手や

ベテランｙ教員へｙ刺激ｓｕぜ。 

校長ｓしｑｚ，部会や推進委員会を計画的ｖ行い，進捗

状況ｙ確認，見守せ，励まし，見届けぜｕｔｙフォローを

大切ｖした。 

 頴 組織を生Ｐしる高篠小基本体育授業れｙ作成 

集合整列ｙ仕方，笛や太鼓ｙ使い方，教え合い，安全確

認等ｙ学習規律ｙ確立を図ぜ。誰Ｑやｎｑこ同ｃ指導Ｑｒ

Ｒぜすうｖすぜ。また，発達段階ｖ応ｃた指導方法ｙ工夫

改善ｖ努げた。 

英 しｙｙげ体操へ自校体操ほｙ考案 

子ｔこたちｙ乗せｙすい音楽を使ｎたオテジウルｙ自校

体操ｙ作成を行う。児童ｙ実態把握Ｐず本校ｙ課題ｒあぜ

跳躍力や握力こしｎＰせｓ身ｖ付くすう部会を中心ｖ検討

し作成した。 

 衛 校内授業研究会ｙ積極的ｕ実施 

本校ｒｚ，授業を通しｑ実践的ｖ学ぶこｓを重視し，昨

年度ｚ，８回ｙ授業研究会を実施した。教育委員会等ｙ外

部指導者を定期的

ｖ招聘し，特ｖ児

童ｓｙ関わせを重

点ｓし，運動量，

発問，教え合い学

習ｕｔ細Ｐｕ分析

を行ｎｑいｎた。

授業後ｙ研究会ｒｚ，ワークショップｙ形式ｕｔこ取せ入

そ，自由ｖ意見Ｑ交換ｒＲぜ雰囲気ｐくせｖ努げた。 

 詠 運動ｙ生活化 

体育ｙ時間以外ｖこ進つｒ運動すぜこｓｙ楽しさを味わ

わせぜたげ，日課表や運動Ｑつぁせカーゥｙ工夫ｕｔこ行

ｎた。 

特ｖ朝遊びへ火曜日以外ｙ毎朝ほｚ，大学生ｙる朝遊び

補助員れｖこＯ手伝いいたｋＲ，子ｔこたちｖｓｑこ好評

ｒあｎた。また，委員会ｙ児童Ｑ主体ｓｕｎｑ行ｎたる逆

上Ｑせ教室れｚ，握力ｙ向上ｖこｏｕＱｎた。 

 鋭 健康教育ｙ充実 

本校ｙ健康教育ｚ，る早寝，早起Ｒ，朝Ｙ飯，朝うつちれ

ｙ生活習慣ｙ徹底ｖ力を入そｑいぜ。特ｖる朝うつちれｖ

焦点を当ｑ，継続的ｖ調査を行ｎｑいぜ。また，食育や保

健学習ｒｚ，家庭や関係機関ｓｙ連携を重視し，養護教諭

や保健主事Ｑ重要ｕパイプ役ｓｕｎｑいぜ。 

(＠) 研究・研修ｙ成果 

穎 研修ｙ方針や展望を明確ｖし，共通理解ｙこｓ，        

教職員一人一人ｙ意欲や実践を具体的ｖ評価すぜこｓｖす

せ，教職員Ｑ一致団結しｑ研修ｖ取せ組けこｓＱｒＲた。 

頴 る絆ｙ授業れを展開すぜこｓｖすせ，学級・学年Ｑ自然

ｓまｓませ，教職員ｙ学校経営へｙ参画意識や主体性Ｑ高

まｎた。 

英 様々ｕ体力向上ｖ関すぜ取組を行ｎた結果，新体力テス

トｙ結果Ｑ向上し，生活習慣ｙ改善こ図ぜこｓＱｒＲた。 

  ※埼玉県ｙ目標値Ａ＋※＋Ｃｙ割合 ８＃％ 

          Ａ＋※ｙ割合   ５＃％ 

§ おわりに 

 学校ｙ教育力を向上させぜ要ｚ，教職員一人一人ｙ学校経営

へｙ参画意識ｒあぜ。皆Ｑ心をぃｓｏｖし，学校ｙ強ぐを生Ｐ

し，総力を結集すぜこｓＱ第一ｒあぜ。そｙたげ校長ｚ，常ｖ

教職員ｙライフステージｖ応ｃた的確ｕ支援を行い，実効力あ

ぜ研究ｓ研修を推進したい。 
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１ ｚじめに 

  グローバル化，複雑化すぜ社会状況ｙ中，中教審答申ｒｚ，

教員Ｑこそまｒ以上ｖる学び続けぜれこｓｙ大切さＱ強調さそ

た。特ｖ，学校組織ｙ中核ｓｕｎｑ教職員をテーゥすぜミゥル

テーダーｖｚ，るこそＰずｙ未踏ｙ時代を生Ｒｗくたげｖ必要

ｕ資質・能力をこｎた人材れｖｏいｑｙイメージを持ちｏｏ，

教育活動全体を見渡せぜ広い見識ｓ実践的指導力，教職員間あ

ぜいｚ管理職間ｙ円滑ｕ調整力ｕｔＱ必要ｓさそｑいぜ。 

本提案ｒｚ，こそＰずｙ学校を担うテーダー育成ｙたげｙ

校長ｙ役割ｓしｑ，昨年度まｒｙ研究Ｐず明ずＰｖｕｎた成

果を受け，本年度ｙ本校ｙ実態ｖ合わせた具現化を図ぜこｓ

を目的ｓすぜ。 

 

＊ 本校ｙ概要 

本校ｚ，春日部市ｙ中南部ｖ位置し，そｙ学区ｚ，古利根

川ｓ中川へ庄内古川ほｖ挟まそた自然ｖ恵まそた地域ｖあぜ。

明治６年ｖ開校し明治＊＊年，尋常小学校設置以降，本年度

ｒ開校＆４＊年目をけＰえ，卒業生こ8,800人を超えｑいぜ。

由緒あぜ歴史ｓ伝統をこそＰずこ伝え，守ｎｑいくこｓＱ学

校ｙ課題ｒあぜ。 

本年度○月現在，児童数４＆９名，＆６学級へ内特支＊ほ，

教職員数＊４名ｙ中規模校ｒあぜ。学校運営ｙ中核ｓしｑ期

待しｑいぜミゥルテーダーｚ，教務主任へＡ ４＃代女性ほ，

６学年主任へ※ ４＃代男性ほ，生徒指導主任へＣ ＠＃代

男性ほｙ＠名ｒあぜ。 

 

３ 研究ｙ内容 

 (1) 目的 

  昨年度まｒｙ研究ｙ成果を以下ｙ５点ｖ整理し，研究ｙ具体

的視点ｓしｑ取せ組け。 

視点穎 人材育成ｓ人材発掘 

視点頴 確Ｐｕ経営方針ｙ策定ｓミゥルテーダーへｙ意図

的・計画的ｕ指導・助言 

視点英 校内組織ｙ改革 

視点衛 行政や他校ｓｙ連携ｖすぜ研修会等ｙ実施 

視点詠 校長自身ｙ資質向上 

 

  

(2) 具体的ｕ取組 

視点① 人材育成と人材発掘 

 ア 新主任をミドデリーダーＱサポートする 

  翌年度ｙ人事異動を視野ｖ入そ，新任地ｒ校務ｙ中心的役割

を担えぜすう，新採用Ｐず４・５年目，４＃・５＃代ｙ教員を

初げｑｙ学年主任ｖ充ｑた。また，司書教諭を４年次ｙ教員ｖ

任せた。さずｖ，新採用Ｐず５年を経験し異動しｑＲた本校＆

年目ｙ教員ｖｚ，初げｑｙ体育主任を充ｑた。 

そｙ際ｖ，新主任育成ｙ相談役・サポート役ｖ，現段階ｒ

ミゥルテーダーｙ役割を果たしｑいぜ教員を充ｑぜすうｖし

た。 

校長ｚ，機会を捉えｑ新主任ｓミゥルテーダーｙ校務遂行

状況を確認すぜたげｖ，新人主任，ミゥルテーダー個々ｓ直

接面談したせ，両者一緒ｖ面談したせすぜ。校内ｖ主任経験

者Ｑいぜ中ｒ主任交代を促すこｓｖすせ，円滑ｕ校務ｙ引Ｒ

継ＳＱｒＲぜ。 

学年主任や校務分掌主任ｚ，ミゥルテーダーｓｕぜたげｙ

第一歩ｒあぜ。人材育成・発掘ｙ第一歩こ，仕事や役割を充

ｑぜこｓｖあぜｓ考えｑいぜ。 

イ ミドデリーダーＱ未経験ｙ校務を充ｑる 

  年度当初ｙ人事異動ｙ際ｖｚ，校内こ学年主任・校務分掌主

任ｙ交代を図せｕＱず，ミゥルテーダーｖ幅広い経験を積ませ

ぜすうｖしｑいぜ。こそｖすせ，ミゥルテーダーｚ，教育活動

全体や校内教員を見渡せぜすせ広い見識ｓ実践的指導力及び

教員間ｙ調整力を身ｖ付けぜこｓＱｒＲぜｓ考えｑいぜ。 

  本年度，ミゥルテーダーＡｖる特別支援教育コーディネータ

ーれを，ミゥルテーダー※ｖる初げｑｙ６学年主任ｓ学力向上

主任，Ｏすび副教務主任れを，ミゥルテーダーＣｖる初げｑｙ

生徒指導主任Ｏすび経験ｙ浅い学年主任ｙ補助れｙ役割を与え

た。 

  特ｖ，ミゥルテーダーＡｚ，教頭候補者名簿登載者ｒあぜ。

教務主任経験こ４年目ｓｕｎた本年度ｖ，る特別支援教育コー

ディネーターれｙ役割を果たすこｓＱ，特別支援教育ｖ関わぜ

校内体制構築ｙたげｖこ，ミゥルテーダーＡ自身ｙ将来ｙたげ

ｖこすいｓ考えｑｙ校内人事ｒあぜ。児童理解ｙ視点を幅広く

持ｏこｓ，保護者ｙ相談窓口，関係機関ｓｙ連携ｙ窓口，担任

支援ｙ役割等を果たすこｓｚ，教頭ｓしｑｙ調整能力を育成す

ま研究領域み Ⅲ 指導・育成 

第８分科会  リーダー育成 

ま研究課題み これからｙ学校を担うリーダーｙ育成 

ま視点み 

① 確かｕ展望をこち行動ｒきるミドデリーダーｙ育成 

                  提案者  春日部市立豊野小学校長  石 橋  桂 子 
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ぜこｓｖこ通ｃぜ。 

視点② 確かｕ経営ビジョンｙ策定とミドデリーダーへｙ意

図的・計画的ｕ指導・助言 

  経営ビジョンへ目指す学校像ほを，分Ｐせやすく唱えやすい学

校ｙる合い言葉れｓしｑ昇降口ｖ掲示し，児童こ教職員こ意識ｒ

Ｒぜすうｖしｑいぜ。 

本年度ｚる笑顔ｒ 元気ｕあいさｏ日本一れを目指す学校。昨

年度ｙ合い言葉ｙ頭ｖる笑顔れを入そ，学校教育目標ｙる豊Ｐｕ

心を持ｏれを具体化すぜすう，全教職員ｖ指導した。また，ミゥ

ルテーダーｖｚ，そそｉそｙ校務遂行ｙ過程ｒ経営方針を意識す

ぜすう，繰せ返し指導しｑいぜ。 

ミゥルテーダーＣｚ，生徒指導主任ｓしｑ，こｙ目指す学校像

実現ｙたげｖ，る笑顔ｙあいさｏれる元気ｕあいさｏれｖｏいｑ，

年度当初，全校児童を対象ｖ具体的指導を行ｎた。また，毎朝正

門ｒ，児童を励ますあいさｏ指導を行いｕＱず，目指す学校ｙ実

現状況を見届けｑいぜ。本校ｙあいさｏ指導ｚ，ミゥルテーダー

ＡＰず※ｖ，※ＰずＣｖ引Ｒ継Ｑそた伝統ｒあぜ。生徒指導主任

ｙ交代ｖすぜ引Ｒ継ＳＱ円滑ｖ行わそ，実践Ｑ変わずｅ，全教職

員ｖ広Ｑぜこｙｖｕｎｑいぜ。 

ミゥルテーダーＡｚ，週予定表ｙ作成ｓ教育活動実 

施上ｙ留意点をる校務ｋすせれｓしｑ毎週発行しｑいぜ。校長ｙ

経営ビジョンＱ教育活動ｙ中ｒ具現化すぜすう，具体的ｕ手立ｑ

を示したせ事例ｙ提供ｖ努げたせしｑいぜ。 

視点英 校内組織ｙ改革 

  昨年度まｒｙ本校ｚ，県教委ｒ策定したる＠ｏｙ達成目標れｖ

計画的・継続的ｖ取せ組げぜすう，る学力・規律・体力れｙ＠部

会中心ｙ校務分掌を組織しｑいた。 

本年度ｚ，昨年度まｒｙ学力部会ｓ国語科課題研究組織を一

ｏｖまｓげ，全教員Ｑ構成メンバーｖｕぜ組織ｓした。また，

昨年度まｒｙ規律部会を生徒指導・教育相談委員会ｖ，昨年度

まｒｙ体力部会を体力向上推進委員会ｓしｑ，全教員Ｑ構成メ

ンバーｖｕぜ組織ｓした。こｙこｓｖすせ，る学力・課題研究れ

ｓる生徒指導・体力れｖ関わぜ会議ｚ，同時刻ｖ開催ｒＲぜ。

課題研究推進委員会，生徒指導・教育相談委員会，体力向上推

進委員会ｙテーダーｚ，ミゥルテーダーＱ直接担当したせサポ

ート役を担ｎたせｒＲぜすうｖした。  

特ｖ，ミゥルテーダー※ｖｚ，る学力向上主任れｓいう役割を

ｏくせ，そｙ主任ｖ充ｑぜほＰ，課題研究組織ｙ一部会ｙ責任

者ｖ充ｑ，研究ｙ推進役を担わせぜこｓＱｒＲぜ組織を整えた。

規律あぜ学級経営を基盤ｓした授業力ｖ優そｑいぜミゥルテー

ダー※ｚ，いｏｒこ若手教員ｖ授業を公開すぜこｓＱｒＲぜ。

本人ｙ力量アップｓ校内ｙ活性化を図ぜ組織改革を試ぐた。 

視点衛 行政や他校とｙ連携による研修会等ｙ実施 

   学校運営研修会Ｑ，市教委主催研修ｓしｑ開Ｐそ，教務主任や

研修主任Ｑ参加しｑいぜ。校内ｒｙ実践的指導力や校務調整力ｙ

育成ｖ効果的ｒあぜ。 

 また，地域ｙ青少年健全育成会ｖミゥルテーダーを参加させ，

学校以外ｙ人々や地域組織ｙ支援を受けｕＱず，地域連携ｙ中ｒ

児童ｙ教育Ｑ充実しｑいぜこｓを直接学ぁせぜ機会ｓしｑいぜ。 

さずｖ，本校学区ｙ中学校ｙミゥルテーダーｚ，生徒指導加配

ｓしｑ小学校を訪問すぜ機会Ｑあせ，他校種ｙ教育を研修すぜ機

会を得ｑいぜ。生徒指導上ｙ情報交換並びｖ生徒指導上ｙ指導ｙ

共通理解を図ぜこｓｖすせ生徒指導能力を高げたせ，小学校ｙ授

業を参観し，授業研究会ｖ参加したせすぜこｓＱｒＲぜ。しＰ 

し，小学校ｙミゥルテーダーｖｚ，そｙ機会Ｑｕい。 

行政Ｐず臨時教職員ｙ派遣措置ｕｔＱあぜｓ，小学校ｙミゥル

テーダーこ，中学校ｕｔ他校種ｒｙ研修ｙ機会Ｑ実現ｒＲぜｓ考

えぜ。校長ｓしｑ働ＲＰけ，実現ｖ結びｏけｑいＲたい。 

視点詠 校長自身ｙ資質向上 

 校長こそ，学び続けｕＱず，創意ｓ活力ｖ満ちた学校経営を推

進し，社会ｙ変化Ｑ激しいこそＰずｙ時代を生Ｒｗく力を，児童

生徒Ｏすび教職員ｖこ培ｎｑいＰｕけそぁｕずｕい。また，教育

委員会Ｐずｙ指導助言を直接受けぜ機会や研修ｙ機会Ｑ多い校

長ｚ，教職員ｖ情報を発信しｑいくこｓＱ重要ｕ職務ｒあぜ。 

そこｒ，私ｚ，週ｖ＆度る校長室ｋすせれを作成し，打合せｙ

時ｖ配付しｑいぜ。内容ｚ，示達や研修報告ｙ他，日々ｙ教職員

や子ｔこｙ姿Ｐず受け止げた，感謝ｙ言葉を載せぜすうｖしｑい

ぜ。また，教育活動ｖ関わぜ校長ｙ意図や考え，教育情報，法令

Ｐず学ぶ事柄や服務ｖ関わぜ内容ｕｔ，作成を通しｑ自分自身Ｑ

学び続けぜすう心Ｑけｑいぜ。 

 

§ まとめ 

(1) 昨年度まｒｙ研究成果を具体的視点ｖした研究ｖすせ，本

校ｙミゥルテーダー育成ｖ関わぜ経営方針や運営方法Ｑ明

確ｖｕｎた。 

 (2) ミゥルテーダーｙ育成ｖｚ，教頭ｙ実践的指導力を高げ，

機能させぜこｓＱ重要ｒあぜ。校長ｙ人材育成計画ｓそｙ意

図を伝え，教員ｙ校務ｙ遂行状況を捉えｕＱず指導を積ぐ重

ｘ，校長へｙ情報提供を行うすう，教頭を指導しｑいく。 

(3) 校長ｚ，気遣い・心遣い・態度ｒ人ｙ心をｏＰけトップテ

ーダーｓｕぜこｓＱ求げずそｑいぜ。る管理職ｙ仕事ｚ魅力

Ｑあぜ。れｓ感ｃさせぜこｓＱｒＲそぁ，ミゥルテーダーこ

自ｅｓ育ｏｓ肝ｖ銘ｃ，職務を遂行しｑいＲたい。 
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ま研究領域み  Ⅲ 指導・育成 

第８分科会  リーダー育成 

ま研究課題み  これからｙ学校を担うリーダーｙ育成 

ま視点み 

② 変化ｙ時代を生きる人間性豊かｕ管理職人材ｙ育成 

               提案者   吉見町立東第二小学校長  岩  田 孝  雄 

 
１ ｚじめに 

 る学校ｚ，組織体ｒあぜ。れｓｚ言い古さそた至言ｒあぜ。そ

しｑ，そｙ組織ｙ長ｚ，言うまｒこｕく，校長ｒあせ，扇ｙ要

ｚ教頭ｒあぜ。る校長・教頭たぜｖふさわしい管理職人材ｙ育成れ

ｓ言う命題ｚ，いくず年月を経ｑこ，そｙ重要性ｚ変わずｕい。 

 本研究テーマｖｏいｑｚ，一人ｙ校長ｙ考え，一校ｋけｙ実

践例ｖｓｔまぜべＲｒｚｕいｓ考えた。 

そこｒ，毎月ｙ吉見町校長研究協議会ｙ場ｒ，定期的ｖ検討

し，吉見町内ｙ校長全員ｙ考えや町内全校ｙ取組を報告し合い，

吉見町全体ｙ取組ｓしｑまｓげぜこｓｓした。 

＊ 吉見町ｙ学校及び教育行政ｙ概要 

 吉見町内ｖｚ，1325名へ5月 1日現在ほｙ児童・生徒ＱＯ

せ，そそｉそ，東第一小・東第二小・南小・西小・北小・西Ｑ

丘小・吉見中ｙ○ｏｙ小中学校ｖ通学しｑいぜ。中央ｖ吉見中

Ｑ位置し，東西南北ｖ６ｏｙ小学校Ｑ設置さそｑいぜ。 

 平成＊○年度，吉見町教育行政ｙ基本理念ｚ，る学びｓ絆を深

げぜ人ｐくせれｒあぜ。穎いちＹ学習へ小学校ほ・稲穂学習へ中

学校ほｙ推進 頴読書活動ｙ推進 英あいさｏ運動推進ｙ＠ｏ

ｙ実践目標を掲Ｗｑいぜ。 

 る確Ｐｕ学力ｓ自立すぜ力ｙ育成れを重点ｙ第一ｖ掲Ｗ，町

内ｙすべｑｙ小中学校ｒ学力向上ｖ取せ組つｒいぜ。今年度，

初ｙ試ぐｓしｑ町内すべｑｙ小中学校ｒ，小＊～中＠まｒ漢字

検定を実施すぜ。 

３ 研究ｙｘらい 

 変化ｙ時代ｖ，すせすい学校経営ＱｒＲぜ管理職人材ｙ育成

ｚ重要課題ｒあぜ。本研究ｒｚ，表題ｙる変化ｙ時代れｓｚ何

Ｐ，また，る管理職人材ｖ求げずそぜ資質れｓｚ何Ｐを考察すぜ。 

 さずｖ育成すべＲ管理職人材を若手・中堅・女性教員ｓ教頭・

主幹教諭ｙ＊ｏｖ分けｑ考え，育成ｙ取組や成長ｙ様子，すせ

すい変化等を捉えｑ研究課題ｖ迫ぜこｓをｘずいｓ考えた。 

§ 研究ｙ方法 

へ1) 校長アンケートへ町内小中学校7名ほｙ実施。 

穎町内教職員ｙ年齢構成 頴る変化ｙ時代れ英管理 

 

職ｖ求げずそぜる資質れ 衛若手・中堅・女性教員ｙ経営参画意

識を高げぜ取組 詠教頭・主幹教諭へｙ取組 

(2) 各校ｙ管理職人材育成ｙ実践事例   

(3) 研究ｙまｓげ 

☆ 研究ｙ概要 

(1) 町内校長アンケート結果ｓ考察 

穎 吉見町の小中学校教職員年齢構成図 

へ調査平成27年４月 町内小中学校長7名回答ほ 

 

＜考察＞・40歳代ｙ年齢構成を見ぜｓ吉見町内ｖｚ男性教員Ｑ非

常ｖ少ｕい。 

・5年，10年先を見ｑ20歳代 , 30歳代教員ｙ経営参画意識を高

げｑＯくｓ，管理職人材育成ｖ有益ｒあぜｓ考えずそぜ。 

頴 校長Ｑ今しっＰせととらえてＯＰｕけそぁｕらｕいる変化の

時代れとｚ何Ｐ。 

・教育界の変化へ道徳の教科化，英語の教科化，小規模校の統廃合等ほ 

・児童の変化へめーゼへの依存，低いもセュニケーション力，自尊感情

ｙ欠如等ほ 

・保護者の変化へ権利主張型，地域コミュニティーＰずｙ孤立傾

向，子離そｒＲｕい等ほ 

・教員の変化へ教職へｙ情熱ｙ欠如，低いコミュニケーション力，

未熟ｕトラブル解決力等ほ  

＜考察＞・校長ＱｓずえｑＯくべＲ変化ｚ，多岐ｖわたぜ。従来

すせ指摘さそｑいぜ児童・保護者・教育界ｙ変化ｖ加え，新た

ｖ教員ｙ変化へｙ対応こ重要ｕ要素ｓｕｎｑＲｑいぜ。 

英 今，管理職人材ｖ求げずそぜる資質れｓｚ何Ｐ。 

(ア)る組織をまｓげぜ強いテーダー性れ 
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(イ)る学校経営を決げぜ決断力れ 

＜考察＞・るテーダー性れＱ第一ｙ資質ｒあせ，第二ｖる決断

力れＱｕけそぁ，信頼さそぜ学校経営ＱｒＲｕいｓ考えｑい

ぜ校長Ｑ大多数ｒあぜ。 

衛 若手・中堅・女性教員の経営参画意識を高めるために，

校長としてｔつｕことを意識し，ｔつｕ取組をしているＰ。 

・る仕事をまＰせｑ，責任をこｎｑ取せ組ませ，随時，声Ｑけ

やアゥバイスをすぜれｓいうｙＱ，人材育成ｙ大原則ｒあぜ

ｓ考えｑいぜ。 

・さずｖ，若手ｖｚ，思い切ｎた分掌ｖ充ｑ，自信ｓ経験を

積ませぜ。中堅ｖｚ校内研修ｙ指導者をさせ，ミゥルテーダ

ーｓしｑｙ自覚を持たせぜ。女性ｖｚ，教育法規や学校経営

ｖ関すぜ研修会ｖ参加させぜｕｔｙ取組ｖすせ，中・長期的

ｖ見ｑ，管理職人材育成ｖｏｕＱぜｓ考えぜ。 

詠 すせすい管理職へ校長ほにするために，教頭・主幹教諭

をｔう指導するＰ。 

・問題発生ｙ兆候をキャッチした時ｚ，迅速ｕ対応ｓ報告Ｑ

大事ｓいうこｓを常ｖ指導すぜ。 

・校長職ｙ面白さ，やせＱい，責任ｙ大Ｒさ，重さを知ずせ

ｑいく。 

・見通しを持ｏ。ビジョンを持ｏ。多角的ｖ見ぜ目を育ｑぜ。 

・現場主義。自分ｙ目ｒ確Ｐげｑ判断させぜ。 

・る校長ｋｎたずｔうすぜＰれｓいうこｓを常ｖ念頭ｖ置Ｒｕ

Ｑず職務ｖあたずせぜ。 

・る校長先生ｔうしますＰれｒｕくる私ｚこうした方Ｑすいれ

ｓいう自分ｙ考えを持たせ意見具申させぜ。 

・認げぜこｓを心Ｑけ，コミュニケーションを大切ｖすぜ。

必要ｖ応ｃ，時ｖｚ苦言を呈すぜ。 

(2) 各校の実践事例へ校長アンケート６月実施すせほ 

穎 若手・中堅・女性教員の人材育成の取組 

・若手教員ｖ算数主任を任せた。研修会や勉強会ｖ自主的ｖ

参加すぜすうｖｕせ，責任あぜ役ここｕすすうｖｕｎた。 

・若手ｙ女性教員ｖ生徒指導主任を任せた。いｏｒこ，校長

ｙ経営方針を踏まえ，組織的ｖ見通しを持ｎｑ取せ組げぜす

うｖｕｎｑＲｑいぜ。学級ｋけｙ視野Ｐず，学校全体へ。個

人ｙ考えＰず経営方針を踏まえｑｓ変わｎｑＲた。 

・若手・中堅・女性教員ｖ研修すぜ機会を与えぜ。見通しを

持ｎた仕事，学校全体を見すえた提案をさせぜ。学校全体ｙ

こｓＱ考えずそぜすうｖｕｎた。学校全体を考えた提案Ｑさ

そぜすうｖｕｎた。 

 

 

 

 ・若手・女性教員ｖ片寄ずｕい学年配置を行ｎた。低へ高ほ学

年ｋけｙ担任ｖｕずｕい。高学年ｙ担任を持ｏｓ，学校全体ｖ

児童ＱＰＰわぜｙｒ視野Ｑ広Ｑせ，低学年ｒｚ学習ルールやし

ｏけ面ｒｙ指導ｖ気を配ぜすうｖｕｎた。 

 ・共通目標を持たせ，協働ｒ取せ組ぐ，報告・連絡・相談を密

ｖさせぜ。すべｑｙ職員ｖ経営参画意識Ｑ育ｎｑいぜ。 

 ・中堅ｙ女性教員ｖ教育実習生ｙ指導を命ｃた。人材を育ｑぜ

意識Ｑ芽生えｑＲた。 

 ・若手・中堅・女性を含げた企画委員会ｙ回数を増やしｑ，学

校経営参画意識を高げすうｓした。 学級・学年ｙ垣根を越えｑ

考えすうｓすぜ意識ＱわｅＰｅｏｋＱ，増したすうｖ感ｃぜ。 

頴 教頭・主幹教諭の育成の取組 

・多少，不満ｖ思うこｓＱあｎｑこ，すい所を見ｏけ，長所を

伸ぁすこｓｖすｎｑ，不足しｑいぜ点ＱカバーｒＲぜすうｖｕ

ｎた。 

 ・常ｖる自分Ｑ校長ｋｎたずｔうすぜれｓいう視点ｒ考え，行

動すぜすうｖ示唆しｑいぜ。経営方針Ｑすく職員ｖ伝わぜすう

ｖｕせ，校長職を目指す人材ｓしｑｙ意識Ｑ育ｎｑＲｑいぜ。 

・校長ｙ職務へ管理・監督ほを意識しｑ職員ｖ指導させた。 

・現状をすしｓせｅ，常ｖすＲこｙを目指すすうｖ考えさせた。 

目的Ｐず物事を考えぜすうｖｕｎた。 

・共ｖ経営しｑいぜｓいう意識を持たせぜ。意欲的ｖ取せ組つ 

ｒいぜ。 

・施設・設備ｙ安全面ｖ関すぜ視点を実地ｒ指導した。日常ｙ 

安全点検や施錠確認ｙ際ｙ点検ｙ視点Ｑ変わｎｑＲた。 

・当面すぜ課題や長期的展望ｖ立ｎた課題を一緒ｖ考えぜ。校 

長ｙ立場を意識した発想，発言Ｑ増した。 

６  研究ｙまとめ 

○若手・中堅・女性教員ｖ思い切ｎた分掌，役割を与え，経営

参画意識を高げぜこｓＱ，やＱｑｚ管理職人材育成へｓ結びｏ

いｑいくｓいう考えＱ校長アンケートＰず把握ｒＲぜ。 

○教頭・主幹教諭ｖ，常ｖ校長ｓしｑｙこｙｙ見方，考え方，

動Ｒを指導すぜこｓｖすせ，校長を目指す人材ｖ育ｑぜこｓＱ

ｒＲぜｓ考えぜ。 

○課題ｓしｑ，教頭職を目指す人材Ｑ少ｕい中，与えた職務を

見届けぜこｓ，適切ｕ助言を行うこｓ，さずｖ大いｖ褒げぜこ

ｓ等Ｑ管理職人材育成ｖＯいｑ求げずそぜ。 
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１ ｚじめに 

 東日本大震災ｒｚ，学校管理下ｖＯいｑ，教職員ｙ適切

ｕ誘導や日常ｙ避難訓練等ｙ成果ｖすｎｑ，児童生徒等Ｑ

迅速ｖ避難ｒＲた学校Ｑあｎた一方，避難ｙ判断Ｑ遅そ，

多数ｙ犠牲者Ｑ出た学校や下校途中や在宅中ｖ被害ｖあ

ｎた児童生徒Ｑいた。自然災害ｒｚ，想定した被害を超え

ぜ災害Ｑ起こぜ可能性Ｑ常ｖあせ，自ず危険を予測し回避

すぜたげｖ，習得した知識ｖ基ｐいｑ的確ｖ判断し，迅速

ｕ行動をｓぜこｓＱｒＲぜ力を身ｖ付けぜこｓＱ必要ｒあ

ぜ。そｙたげｖｚ，日常生活ｖＯいｑこ，自身ｙＯＰそた

状況ｖｏいｑ自ず考え，判断し，行動ｒＲぜ力を身ｖ付け

ぜこｓＱ非常ｖ重要ｖｕｎｑくぜ。こｙこｓｚ自然災害ｋ

けｒｕく，交通事故，不審者，学校施設ｖ関わぜ事故等ｖ

ｏいｑこ同様ｒあぜ。そこｒ学校ｒｚ，安全・防災ｖ関す

ぜ学習や訓練を意図的・計画的ｖ位置付けぜｓｓこｖ実践

的ｕ活動を通しｑ安全・防災ｖ関すぜ知識や判断力・行動

力を身ｖ付けさせ，る自ず考え，判断し，行動ｒＲぜ子ｔ

これを育成しｑいくこｙｓすぜ。 

 

＊ 本校ｙ取組 

へ＆ほ本校ｙ概要 

 本校ｚ昭和４○年ｖ開校し，本年度４４年目を迎えぜ。

所沢市ｓｙ境ｖ位置し，不老川・雑木林・茶畑等，比較的

自然ｖ恵まそｑいぜＱ，周辺ｚ国道４６＠号線や行政道路

Ｑ通ｎｑＯせ交通量こ多い。住宅地ｙ中ｚ昔ｕＱずｙ家ｓ

新興住宅Ｑ混在し，道幅ｚ狭く，くｘくｘｓした道Ｑ多く

見ずそぜ。細い道ＰずいＲｕせ大通せｖ出ｑしまう道や坂

道Ｑ多いたげ，飛び出しｖすぜ事故ｙ危険性Ｑ高い場所Ｑ

多い。 

 

へ＊ほ安全教育へｙ取組 

穎 交通安全教室 

日 時 内 容 

４月＊＊日へ水ほ 

＊校時 

＊年生対象 

安全ｕ道路歩行ｓ自転車

ｙ基本的ｕ乗せ方 

４月＊＊日へ水ほ 

＠校時 

＆年生対象 

安全ｕ道路歩行 

４月＊＊日へ水ほ 

11:45~12:05 

＆年生保護者対象 

登校指導ｙ仕方 

６月 ４日へ木ほ 

＊校時 

＠年生対象 

模擬道路ｒｙ自転車ｙ実

地練習 

６月 ４日へ木ほ 

＠校時 

５・６年生対象 

交通安全 DVD視聴 

＆＃月＊○日へ火ほ ４年生対象 

自転車免許制度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま研究領域み Ⅳ 危機管理 

第９分科会  学校安全 

ま研究課題み 命を守る安全・防災教育ｙ推進 

ま視点み 

① 自ら考え，判断ｂ，行動ｒきる子ｔこを育け安全・防災教育ｙ推進 

                  提案者  入間市立藤沢南小学校長  池 田   智恵子 
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交通安全教室ｚ，狭山警察署，入間市市民生活課，入間

市交通安全指導員，PTA役員ｙ方々ｖＹ協力をいたｋＲ

ｕＱず進げｑいぜ。道路歩行ｙ指導ｒｚ，道路ｙ安全ｕ歩

行，正しい横断ｚこｓすせ，自分ｙ目ｒ信号を確認し，自

分ｙ判断ｒ横断すぜこｓや手を挙Ｗｑ運転者へしｎＰせア

ピールをすぜこｓｙ大切さを学つｋ。自転車ｙ乗せ方指導ｒ

ｚ，正しい乗せ方，安全ｕ走行ｋけｒｕく，危険ｕ乗せ方

をすそぁ自転車こ加害者ｖｕぜこｓを知ずせ，安全ｕ走行

をしすうｓすぜ意識を高げた。 

 頴 通学班関係 

日 時 内 容 

４月 ９日へ木ほ 

＠校時 

 

新年度学班編成 

一斉下校 

○月 ＊日へ木ほ 

昼休ぐ 

通学班会議 

登校ｙ様子ｙ反省，問題点ｙ把

握 

○月＆○日へ金ほ 

 

一斉下校 

校庭ｒｙ集合場所ｙ確認 

＆＊月＠日へ木ほ 

昼休ぐ 

通学班会議 

登校ｙ様子ｙ反省，問題点ｙ把

握 

＆＊月＊５日へ金ほ 

 

一斉下校 

校庭ｒｙ集合場所ｙ確認 

＠月＆＃日へ木ほ 平成 28年度通学班仮編成 

 児童同士ｒ協力しｕＱず安全ｖ登校すぜ姿勢を身ｖ付け

させぜ。高学年ｚ低学年ｙ面倒を見ｕＱず班長，副班長ｙ

役割を行わせぜ。安全ｖ登校すぜｖｚｔつｕこｓＱ大切ｕ

こｓＰ通学班Ｙｓｖ考えさせ，安全ｕ登校へｙ意識を高げ

た。 

へ＠ほ防災教育へｙ取組 

穎 引Ｒ渡し訓練 

日時  ５月９日へ土ほ＆５：＃＃～ 

想定   大地震へ震度５強ほ発生後，保護者Ｑ直接， 

        児童を引Ｒ取ぜ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童ｚ，大地震発生時ｖＯけぜ引Ｒ渡しｖｏいｑ知せ，

正しく安全ｕ避難行動を取ぜこｓＱｒＲぜすうｖすぜ。ま

た，保護者ｙ引Ｒ取せを待ｏ際ｙ安全ｕ待ち方やスムーら

ｕ引Ｒ取せｖ慣そ，児童Ｑ引Ｒ渡しｙ際ｖ混乱ｕく，的確

ｕ行動Ｑ取そぜすうｖすぜ。 

頴 避難訓練 

日 時 想定・内容 

４月＊○日へ月ほ 

＠校時 

ん予告あせゐ 

授業中ｖ地震発生 

教室Ｐずｙ避難経路を知せ，

基本的ｕ避難行動ｙ仕方を身

ｖ付けぜ。 

＆＃月＆日へ木ほ 

休ぐ時間 

ん予告ｕしゐ 

休ぐ時間中ｖ地震発生Ｐず火

災発生 

放送をすく聞Ｒ，自分ｒ避難

すぜ。 

＆月＊＆日へ水ほ 

清掃時間中 

ん予告ｕしゐ 

清掃時間中ｖ地震発生 

放送をすく聞Ｒ，自分ｒ避難す

ぜ。 

 避難時ｙ心構えや経路ｙ指導を受けた後ｚ，災害時ｖｚ

る自分ｒ考え，自分ｙ身ｚ自分ｒ守ぜ。れｓいうこｓを身

をこｎｑ体験させぜ。 

３ まとめ 

  危険回避能力ｚ，普段ｙ生活経験Ｐず培わそぜこｓＱ

大Ｒい。交通安全教室や避難訓練ｙ中ｖｚ必ｅる自分ｒ

考え，判断すぜれこｓを入そ，実生活ｒこ活用ｒＲぜす

うｖさせたい。 
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ま研究領域み  Ⅳ 危機管理 

第９分科会  学校安全 

ま研究課題み  命を守る安全・防災教育ｙ推進 

ま視点み 

② 家庭・地域・関係機関とｙ連携を図った意図的・計画的ｕ学校安全・防災ｙ推進 

                           提案者  川口市立元郷南小学校長  小  堀   壯  一 

放課後こども安全教室 

１ ｚじめに 

警察白書へ平成＊６年版ほｖすぜｓ，＆＠歳未満ｙ子供Ｑ略

取・誘拐さそた事件ｚ，平成＊５年度中ｖ全国ｒ９４件こ起Ｒ

ｑいぜそうｋ。こｙ数ｙ中ｖｚ，神戸市長田区ｒ小＆女児Ｑ帰

宅後ｖ行方不明ｓｕせ，そｙ後，遺体ｒ発見さそぜｓいう痛ま

しい事件こ入ｎｑＯせ胸Ｑ痛け。川口市内ｒこ不審者Ｐずｙ誘

いＰけや付Ｒまｓいｕｔｙ通報Ｑ数多くあぜそうｒ，こそずｚ

重大事件ｙ前兆ｒあぜｓこいえぜ。 

一方，防災ｖ目を転ｃｑぐそぁ，南関東ｒマグニチューゥ○

クラスｙ地震Ｑ発生すぜ確率ｚ＠＃年以内ｖ○＃％ｒあぜｓ聞

く。川口市を含け地域ｒ，いｏ大地震Ｑ発生しｑこ不思議ｒｚ

ｕい。定期的ｖ防災訓練・講習を行ｎｑ，住民同士，また，学

校ｓ関係機関ｕｔｓｙ連携を固くし，防災ｙ知識ｓ技術を蓄え，

こしこｙ時ｙ覚悟を養ｎｑＯくこｓｚ，大切ｕこｓｒあぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，川口市ｙ南ｖ位置し，荒川を挟つｒ東京都

ｖ隣接しｑいぜ。学区ｚ，こｓこｓあｎた住宅ｖ加え，

地場産業ｓしｑ隆盛を誇ｎた鋳物工場や機械工場ｙ

敷地ｖ次々ｓ大規模マンションＱ建設さそ，独特ｙ町

並ぐを構成しｑいぜ。 

保護者，地域ｙ方々ｚ，本校ｙ教育活動ｖたいへつ

理解Ｑあせ，学校ｖ寄せぜ期待ｓ信頼ｚ厚く，協力的

ｒあぜ。こそｚ，５＠年前ｖ，子弟ｙ教育環境改善ｙ

たげ，地域ｙ方々Ｑ力を結集しｑ市ｖｚたずＲＰけ，

遂ｖ川口市ｙ単独予算ｒ創立した正真正銘ｙる地域ｙ

学校れｒあぜｓいう生い立ちＱ綿々ｓ受け継Ｑそｑい

ぜＰずｖ他ｕずｕいｓ考えぜ。４年前ｖ少し離そた現

在ｙ場所へ移動すぜこｓを余儀ｕくさそたＱ，ＯＰＷ

ｒ５階建ｑｙ新校舎ｖｚ，充実した施設・設備Ｑ備え

ずそ，教育環境ｙ水準Ｑ一層向上した。 

３ 学校経営における学校安全・防災の位置付け 

 本校ｙ学校経営方針ｙ第一ｚ，る安全ｚすべｑｖ優

先すぜれｒあぜ。児童ｙ安全ｚ，すべｑｖ優先させｕ

けそぁｕずｕい。 

また，本校ｙ創立時を顧ぐｑ，地域ｙ子弟ｙ教育ｙ

たげｖｓいう先人たちｙ徳を常ｖ念頭ｖ置Ｒ，学校経

営を進げｕけそぁｕずｕいｓ考えぜ。今まｒ以上ｖ

る開Ｐそた学校ｐくせれを推進し，保護者・地域ｙ方々

ｓｙ信頼関係を醸成すぜ。  

§ 研究ｙｘらい 

○ 学校ｓ家庭・地域・関係機関ｓｙ連携を図ｎた意

図的・計画的ｕ学校安全・防災を推進すぜ上ｒｙ校

長ｙ役割を明ずＰｖすぜ。 

○ 学校ｓ家庭・地域・関係機関ｓｙ連携を図ｎた意

図的・計画的ｕ学校安全・防災を推進すぜ上ｒｙ支

援者ｙ役割を明ずＰｖすぜ。 

☆ 実践 

(1) 家庭・地域・関係機関ｓｙ連携を図ｎた意図

的・計画的ｕ学校安全ｙ推進 

穎 る放課後こｔこ安全教室れｙ取組 

児童Ｑ学校ｖいぜｓ

Ｒｙ安全管理，安全教育

ｖｏいｑｚ，年を追うＹ

ｓｖ充実させｑＲた自

負Ｑあぜ。他方ｒ，下校

途上や放課後，休ぐｙ日

ｖ不審者Ｐず如何ｖ子

供たちｙ命を守ぜＰｓ

いうこｓＱ課題ｓｕｎｑいた。校長ｓしｑ，こｙ問いｖ答えぜ

たげｖ方策を考えｑいたｓこぞ，実ｖタイミングすく，地域ｒ

献身的ｖ活動すぜ主任児童委員ｙ方ＰずＮＰ∪法人る日本こｔ

こｙ安全教育総合研究所れ理事長 宮田美恵子氏をＹ紹介いた

ｋいた。こｙＮＰ∪ｚ，東京都文京区湯島を拠点ｖ，子供たち

を犯罪被害Ｐず守ぜたげｖ活動しｑいぜ団体ｒあぜ。 

る放課後こｔこ安全教室れＱ実現したｙｚ，こｙ主任児童委

員ｙ方ｖＮＰ∪ｓｙ連絡・調整ｒ尽力いたｋいたＯＰＷｒあぜ。 

６月＊４日へ水ほ，体育館ｒ＊年生５クラスＱ＆クラ

ス４５分間ｅｏ，犯罪被害防止ｙ体験活動を行ｎた。

体験プログラムｚ実ｖ綿密ｖ計画さそｑＯせ，５ｏｙ

内容へ穎相手ｓｙ安全ｕ距離をｓぜこｓ  頴防犯ブゅ

ーを使うこｓ  英大声ｒ助けを呼ぶこｓ  衛ｏＰま

ずｕいすうランゥセルを脱いｒ逃Ｗぜこｓ 詠るこｔ

こ＆＆＃番ｙ家れｕｔｖ助けを求げぜこｓほｖｏいｑ，

実際ｖ子供たち一人一人ｖ行わせた。事前ｖ活動を公

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


― 63 ― 

 

６町会合同防災訓練 

開すぜ旨を広報しｑＯいたｙｒ，当日ｚ，保護者，町

会長や地域ｙ方ｖこ多数参観しｑいたｋいた。また，

不審者役や＆＆＃番ｙ家ｙ役ｕｔｒ協力しｑいたｋ

くこｓＱｒＲた。 

子供たちｖｚ，下校途中や放課後，休ぐｙ日ｖ，万

Ｑ一ｖこ不審者Ｐずｙ誘いＰけや付Ｒまｓいｕｔｖ

遭遇した際，ここｒ学習したこｓを思い出しｑ，自ず

ｙ命を守ｎｑほしいｓ切ｖ願う。 

頴 元郷南小ＰＴＡ，るスクールガーゥＭ∪Ｔ∪Ｎ

ＡＮれｕｔｖすぜ見守せ，注意啓発 

 本校ｒｚ，子供たちを交通被害や犯罪被害Ｐず守ぜ

たげ，本校ＰＴＡｙ全会員Ｑ，輪番制ｒ登校時ｖ通学

路上ｙ五差路や交通量ｙ多い交差点ｒ見守せ活動を

行ｎｑいぜ。 

また，本校学区ｙ町会ｒｚ，有志ｒるスクールガー

ゥＭ∪Ｔ∪ＮＡＮれを組織し，毎日ｙ登下校時，揃い

ｙ防犯ベストを着用し，見守せ活動を行ｎｑいぜ。 

昨年度Ｐず，る感謝給食会れを開催すぜこｓｖし，

日頃ｙ見守せ活動へ感謝ｙ意を形ｖ表しｑいぜ。 

こｙ他ｖこ，川口市交通安全協会や地区選出ｙ議員

ｙ支援を得ｑ，横断者用信号や歩道ｓ車道ｓを区分す

ぜ柵ｙ設置，運転者へｙ注意喚起ｙぼせ旗ｙ取せ付け

ｕｔ，学区内ｙ交通安全設備を確実ｖ充実させｑＲた。 

こそずＱ実現ｒＲたｙｚ，校長ｙ考えを伝え，町会

長や市役所，警察ｕｔ関係者間ｙ連絡・調整ｙ労をｓ

ｎｑくｋさｎたＰＴＡ会長ｙ尽力ｖすぜ。  

英 る子ｔこ＆＆＃番ｙ家れ  

 ペ子ｔこ＆＆＃番ｙ家ボ制度ｚ，平成８年＠月ｖ，岐

阜県可児市立今渡北小ＰＴＡｓ可児警察署ｙ連携ｖ

すｎｑ始まｎたｓ聞く。効果的ｕ地域安全活動ｓしｑ

警察庁Ｐず全国ｖ紹介さそ，そｙ後，全国ｒ設置Ｑ進

ぐ，現在ｒｚ全国４○都道府県すべｑｒ，こｙ制度Ｑ

運用さそｑいぜｓいう。本校ｒこ，本校ＰＴＡｓ協力

しｑ，趣旨ｖ賛同し，表示プレートを設置しｑいたｋ

けぜ協力者を発掘し，現在ｒｚ６＆箇所を指定すぜこ

ｓＱｒＲｑいぜ。毎年度，本校職員ｓ本校ＰＴＡ安全

部ｓｒ手分けしｑ，手紙をこｎｑ訪問し，感謝を述べ

ぜｓ共ｖ子供たちｙ見守せを依頼しｑいぜ。  

(2) 家庭・地域・関係機関ｓｙ連携を図ｎた意図

的・計画的ｕ防災ｙ推進  

穎る避難所運営会議れｙ開催 

 川口市ｒｚ，地域ｙ重要ｕ防災拠点ｓしｑ，市立小

中学校を位置付けｑいぜ。毎年度，避難所運営会議ｙ

メンバーへ担当ｙ市役所職員，各町会ｙ防災担当，本

校職員ほＱ一同ｖ会し，る避難所開設マニュアルれｙ

改訂を行い，そそｉそ所持すぜ。 

大規模災害Ｑ発生し，避難所開設ｙ指示Ｑ発令さそ

た場合，直ちｖる避難所開設マニュアルれｖ則ｎｑ，

避難住民ｙ受入そ，避難スペースへｙ誘導，備蓄しｑ

あぜ緊急用物資ｙ分配，マンシールを利用した仮設ト

イレｙ設置，救護等を組織的ｖ運営すぜこｓｖｕぜ。 

頴る６町会合同防災訓練れへｙ協力 

本校ｚ，地域ｙ重要ｕ

防災拠点ｒあぜこｓＰず，

昨年＆＆月＆６日へ日ほ

ｖｚ，る６町会合同防災

訓練れ開催ｙたげ，本校

ｙ校庭，体育館を会場ｓ

しｑ提供した。 

町会長たちＱイニシア

チブをｓせ，川口消防署ｙ全面的ｕ協力を得ｑ，多彩ｕ訓練メ

ニューへ穎訓練用人形を用いた心肺蘇生法講習 頴ロープｙ結

束講習 英仮設トイレｙ設営講習 衛非常食ｙ炊Ｒ出し訓練 

詠起震車ｒ再現した強い揺そ体験 鋭る煙テントれ体験 液訓

練用消火器ｒｙ消火訓練ほＱ用意さそた。学校ｚ，運営ｖ必要

ｕ放送設備や連絡・調整ｕｔ，縁ｙ下ｒ全面的ｖ支援した。 

当日ｚ，各町会Ｐず大勢ｙ住民Ｑ隊列を組つｒ参集し，各自

Ｑ４年前ｙ東北地方大震災を思い出しｑいたｙＰ，真剣ｕ面持

ちｒ訓練ｖ取せ組つｒいた。本校ｙ児童こ保護者ｖ連そずそｑ

多数参加した。大人ｖ混ｃｎｑ真剣ｖ取せ組つｒいぜ彼ずｙ姿

Ｑｓｑこ頼こしく思えた。ここｒ学つｋ子供たちＱ，やＱｑ地

域ｙ防災を担ｎｑいくこｓｖｕぜ。 

る６町会合同防災訓練れ開催ｖあたせ，町会長，校長，関

係機関ｙ間ｒこまげｖ連絡・調整を行ｎｑいたＰＴＡ

会長ｙ尽力ｖｚ，並々ｕずｗこｙＱあぜ。 

６ 研究ｙまとめ 

 学校安全・防災ｙ推進ｖ終わせｚｕい。校長ｓしｑ，

一ｏｙ課題を解決すぜｓ更ｕぜ課題Ｑ見えｑくぜこ

ｓを実感しｑいぜ。課題ｖｚ，学校ｋけｒ解決ｒＲぜ

こｙｓ，学校ｋけｒｚ解決ｒＲｕいこｙｓＱ存在すぜ。

後者ｖＯいｑｚ，学区ｙ町会ｒ現ｖ役員を務げ，豊富

ｕ人脈を有すぜＰＴＡ会長ｕｔＱキーパーソンｒあ

ぜこｓを痛感すぜ。今後ここそずキーパーソンｓタッ

グを組ぐ，る地域ｙ学校れｓしｑ，意図的・計画的ｕ

学校安全・防災を強力ｖ推進すぜ。 
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ま研究領域み  Ⅳ 危機管理 

第１＃分科会  危機対応 

ま研究課題み   様々ｕ危機へｙ対応 

ま視点み  

① いじめや不登校等へｙ適切ｕ対応 

                 提案者  さいたま市立上落合小学校長  片 柳   正 

１ ｚじめに 

 近年，いｃげ問題Ｑ学校教育ｙぐｕずｅ，大Ｒｕ社会問題

ｓｕｎｑいぜ。昨年るいｃげ防止対策推進法れＱ施行さそ，

各学校ｖＯいｑｚるいｃげ防止基本方針れを策定し，様々ｕ

取組を行ｎｑいぜ。さいたま市ｒこる豊ＰｕＰＰわせあいを

大切ｖすぜ教育ｙ推進れやるいｃげを許さｕいれｓいｎた規

範意識を育けたげｖる心ｙサポート体制ｙ充実れ特ｖるいｃ

げ・自殺防止等子ｔこサポート事業ｙ推進れ等，様々ｕ施策

を行い，希望をｚＵくけ教育ｙ推進を図ｎｑいぜ。 

ここｒｚ，いｃげや不登校ｙ対応ｖｏいｑ共通すぜ部分Ｑ

あぜたげ，特ｖいｃげｙ適切ｕ対応ｖｏいｑ取せ上Ｗ，本校

ｙ実態ｖ即した危機管理体制ｐくせｖｏいｑ，そｙ取組を述

べぜ。 

＊ 学校ｙ概要 

 本校ｚ，さいたま新都心駅すせ徒歩10分程ｙ場所ｖ位置し，

周せｖｚ高層マンションＱ立ち並つｒいぜ。児童ｙ9割Ｑ集

合住宅Ｐず通い，経済的ｖこ恵まそた家庭Ｑ多い。古くＰず

ｙ住人ｓ新しい住人ｓＱうまく融合し，自治会やＰＴＡ，育

成会，子供会等ｙ活動Ｑ盛つｒ，学校ｖ対しｑこ大変協力的

ｕ地域ｒあぜ。 

３ 研究ｙｘらい・視点ｙ捉え方 

 本校ｙ児童ｚ，素直ｒ明ぜく，全国学力・学習状況調査ｖ

Ｏいｑこ常ｖ平均を大幅ｖ上回せ，学力Ｑ高い児童Ｑ多い。

また，家庭ｙ教育力こあせ生徒指導的ｕ問題ｚ，さほｔ多く

ｕい。しＰし，指示待ちｙ児童Ｑ多く，自ず進つｒ行動すぜ

姿勢や規範意識，正しい判断力ｙ習得Ｑ不十分ｕ児童こいぜ。

また，配慮を要すぜ児童こ年々増えｑいぜ。こｙすうｕ状況

ｙ中，学校教育目標ｙ具現化ｖ向け，児童ｙすせすい成長を

目指し，日々ｙ教育活動を確実ｖ実践しｑいくこｓＱ，いｃ

げ対策ｖｏｕＱぜｓ考えぜ。そｙたげｖ，る組織的ｕ対応れる保

護者・地域・関係機関ｓｙ連携，れる早期発見・早期対応れｓ

いｎた観点Ｐず，いｃげゼロを目指し教職員ｙ共通理解・共

通行動ｙこｓ推進しｑいく必要Ｑあぜ。そこｒ以上ｙ観点を

踏まえ，次ｙ視点ｒ研究を進げぜこｓｖした。 

 

ん視点＆ゐ生徒指導・教育相談体制ｙ確立 

ん視点＊ゐ保護者・地域ｓｙ連携 

ん視点＠ゐ日々ｙ教育活動ｙ充実 

ん視点４ゐ早期発見・早期対応 

§ 実践ｙ概要 

ん視点１ゐ生徒指導・教育相談体制ｙ確立 

るいｃげｚ決しｑ許さｕいれｓいう共通認識ｖ立ち，全教職

員ｒ子ｔこたちを見守ｎｑいくたげｖｚ，いｃげｙ予兆や悩

ぐをこｎた子ｔこを見逃さｕい仕組ぐｐくせ・問題解決ｙた

げｙ組織ｐくせ・相談活動Ｑしやすい環境ｐくせ・教職員ｙ

計画的ｕ研修ｙ実施等，危機管理体制を確立すぜこｓＱ重要

ｒあぜｓ考え，次ｙすうｕ取組を行ｎｑいぜ。 

穎 年度当初ｙ職員会議ｒ指導ｙ方針内容を全職員ｖ周知す

ぜｓｓこｖ研修会ｖＯいｑる上落合小学校いｃげ防止基

本方針れｖｏいｑ内容を確認し周知を図ｎた。 

頴 いｃげ対策校内委員会ｚ月＆回ｙ生徒指導部会ｓ兼ｘｑ

実施し，児童ｙ様子や変化等ｙ情報交換を行い，今後ｙ

対応ｖｏいｑ共通理解・共通行動を図ｎｑいぜ。 

英 月＆回保護者Ｐずｙ申込ぐｖすせ，担任・スクールカウ

ンセラー・さわやＰ相談員・管理職・教育相談主任等Ｑ

面談を行い，早期発見ｖ取せ組つｒいぜ。さずｖスクー

ルカウンセラー・さわやＰ相談員ｚ，児童ｙ様子を観察

し，常ｖそｙ様子を記録ｖ残し管理職等ｓ情報交換を行

ｎｑいぜ。 

衛 ６月ｖｚ，生徒指導，教育相談，特別支援教育等ｖＰＰ

わぜ，配慮を要すぜ児童理解研修を行い，情報を共有す

ぜこｓｒ，いｃげｙ防止ｖ努げｑいぜ。 

詠 夏季休業中ｖｚ，いｃげｙ疑いｙあぜ児童や保護者へｙ

対応ｙ事例研修，低年齢化しｑいぜスマシ・インターネ

ット等ｙいｃげｖ関すぜ研修を行い，教員ｙいｃげｖ対

すぜ意識ｙ高揚を図ｎｑいぜ。 

ん視点＊ゐ保護者・地域との連携 

 いｃげ問題ｚ，学校ｙ指導や家庭ｙ子育ｑｙ問題ｓしｑｋ

けｒｕく，すべｑｙ大人たちｙ問題ｓしｑ，取せ組け必要Ｑ

あせ，開Ｐそた学校ｐくせｖ努げ，学校Ｑ保護者・地域ｓ一
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丸ｓｕｎｑ相互協力すぜ関係ｐくせを進げｕけそぁｕずｕい。 

穎 昨年度すせるいｃげ対策委員会れを発足し，今年度こ年

＠回ｙ定例会を実施しｑいぜ。メンバーｚ学校評議員，

学校関係者評価委員Ｑ兼ｘｑいぜ。学校ｋすせや学年ｋ

すせ，シームページ，６月ｙ第＆回学校公開日ｖる上落

合小学校いｃげ防止基本方針れｖｏいｑ確認，周知すぜ

ｓｓこｖ，協力依頼した。 

頴 ¬¬Ｎへスクールサポートネットワークほｙ様々ｕ立場

ｙ方Ｐず，学校ｙ教育活動ｙ協力や児童ｙ安全を見守ｎ

ｑいたｋＲ，地域ｓ一体ｓｕｎｑ児童ｙ健全育成ｖ努げ

ｑいぜ。 

英 本校ｒｚ，後援会ｓいう組織Ｑあせ，歴代ｙＰＴＡ会長，

自治会長ｙ方々Ｐず構成さそ，絶大ｕぜ支援をしｑいた

ｋいｑいぜ。教育活動ｙ支援ｚこちぞつ，教育懇談会を

年2回行い，情報交換を通しｑ児童ｙ健全育成ｖ努げぜ

ｓｓこｖ，いｃげ防止ｙ一助ｖこｕｎｑいぜ。 

衛 ＰＴＡｖすぜあいさｏ運動，登下校ｙパトロールｖすせ， 

  児童ｓｙＰＰわせを高げｑいぜ。 

ん視点＠ゐ日々の教育活動の充実 

 さいたま市生徒指導総合計画ｖ示さそたる子ｔこ輝Ｒプラ

ンれｙ目標ｒあぜる一ｏｙ心れる四ｏｙ力れを身ｖ付けさせぜ

こｓＱ，いｃげ防止ｖｏｕＱぜｓ考えぜ。そｙたげｖｚ，日々

ｙ教育活動を重視し実践すぜこｓＱ必要ｒあぜ。本校ｒｚ，

次ｙすうｕ取組を行ｎｑいぜ。 

穎 学習指導ｙ充実へわＰぜ，楽しい授業ほ 

頴 道徳教育ｙ充実 

英 るいｙちｙ支え合いれを学ぶ授業ｙ取組 

衛 人間関係プログラムへ学期６時間ほ 

詠 心ｙ日へ月＆回，第＠金曜日ほ 

  心ｙ日ｙ朝自習ｙ時間 

日頃見ｏけた友達ｙすい 

ｓこぞやＱつぁせをカー 

ゥｖ書いｑいぜ。へ一人一 

枚届くすうｖ配慮ほ 

鋭 あいさｏ運動へ６月＆８日～○月８日ほ 

 

 

 

 

液 子ｔこいｃげ対策委員会ｙ開催 

疫 いｃげ撲滅強化月間ｙ取組へ６月ほ 

 

・校長講話 

・各学級ｙスローガン 

・学校ｋすせ 

益 ４年人権教育・６年インターネット安全教室       

へ第＆回学校公開日ほ 

駅 小・中一貫教育ｙ取組  

・小・中合同研修 

 ・交流授業へ社会・図工ほ 

 ・授業公開 

ん視点§ゐ早期発見・早期対応 

 いｃげを早期発見すぜたげｖ，以下ｙ3点を基本ｓすぜ。 

児童ｙ些細ｕ変化ｖ気付くこｓ 

気付いた情報を確実ｖ共有すぜこｓ 

情報ｖ基ｐＲ速やＰｖ対応すぜこｓ 

穎 具体的ｕ取組 

・健康観察ｖすぜ把握 

 ・心ｓ生活ｙアンケートへ年＠回ほ 

・簡易アンケート・教育相談日(月1回) 

・教育相談週間へ＆＃月ほ 

・配慮を要すぜ児童理解研修 

・欠席ｙ状況・確認へ月＆回管理職ｖ報告ほ 

・生徒指導・教育相談部会ｖすぜ情報ｙ共有 

・家庭ｓｙ連携・関係機関ｓｙ連携 

頴 いｃげを認知した場合ｙ対応 

 ・個々ｙ事案ｖ応ｃｑ柔軟Ｐｏ適切ｖ対応すぜｓｓこｖ， 

  特定ｙ教職員ｒ抱え込まｅ，速やＰｖ組織ｓしｑ対応す 

  ぜ。 

・被害児童を守せ通す。 

・加害児童，傍観者児童ｖ対しｑｚ，教育的配慮ｙ下，毅 

 然ｓした態度ｒ指導すぜ。 

・被害児童・加害児童ｙ保護者へ誠実ｕ対応をすぜ。 

 ・教育委員会・関係機関ｓｙ連携を図ぜ。 

☆ おわりに 

いｃげ等ｙ適切ｕ対応ｏいｑｚ，何すせこ情報を共有し，

情報をこｓｖ組織ｒ動Ｐｕけそぁｕずｕい。そｙたげｖ校長

ｚテーダーシップを発揮し，組織をまｓげ，機能を充実させ

ぜこｓＱ大変重要ｒあぜ。昨年度作成したる上落合小学校い

ｃげ基本方針れを再度確認すぜｓｓこｖ取組ｙ振せ返せを行

い，常ｖ共通理解・共通行動ｙ下，いｃげｙ未然防止ｖ向け

た取組を，進げｑいＰｕけそぁｕずｕい。そしｑ保護者・地

域・関係機関ｓｙ連携をさずｖ密ｖしｑ，いｃげを許さｕい

学校ｐくせを目指した教育活動を推進しｑいＲたい。 
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ま研究領域み  Ⅳ 危機管理  

第１＃分科会  危機対応 

ま研究課題み  様々ｕ危機へｙ対応 

ま視点み 

② 高い危機管理能力をこつ組織・体制づくり 

                             提案者  ときＱわ町立萩ヶ丘小学校長  田 中  恵 子 

 

1 ｚじめに 

 学校ｚ，児童Ｑ安心しｑ学ぶこｓＱｒＲぜ安全ｕ場所ｒｕ

けそぁｕずｕい。そｙたげｖｚ，危機管理Ｑ重要ｒあぜ。 

危機管理ｓｚ，人々ｙ生命や心身等ｖ危害をこたずす様々

ｕ危機Ｑ防止さそ，万Ｑ一事件・事故Ｑ発生した場合ｖｚ，

被害を最小限ｖすぜたげｖ適切Ｐｏ迅速ｖ対処すぜこｓｒ

あぜ。ま文部科学省る学校ｖＯけぜ防犯教室等実践事例集れ

平成 18年 3月みそｙたげｖ機動力ｙあぜ組織体制を整え，

意図的・計画的ｖ取せ組け必要Ｑあぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，大椚第一小学校，大椚第二小学校，平小学校ｙ三

校Ｑ統合し，全校 44 名，複式学級 1 学級を含け 5 学級ｙ，

開校 12年目を迎えた小規模校ｒあぜ。 

学校周辺ｖ都幾川や氷川Ｑ流そ，豊Ｐｕ自然環境ｖ恵まそ

ｑいぜ。校舎ｚ 5本ｙ大柱Ｑそびえ立ｏ 2階建ｑｙ木造校舎

ｒ，体育館こ木質化さそ落ち着いた学習環境ｓｕｎｑいぜ。 

３ 本校ｙ危機管理面ｙ課題 

(1) 本校ｙ危機管理ｙ課題 

本校ｚ平成 26年 3月ｖ土石流等ｙ警戒区域ｙたげ避難所

指定を解除さそた。避難先ｚ，2km 離そた都幾川中学校ｒ

あぜ。非常災害Ｑいｏ起こぜＰわＰずｕい状況ｙ中ｒ，適切

ｕ対策を取ぜこｓｖすせ危機的状況ｙ発生を防止したせ，発

生時ｙ災害を低減したせすぜこｓＱ重要ｒあぜ。 

(2) 学校教育目標ｓ目指す児童ｙ姿 

＜学校教育目標＞ ○ｚｏずｏｓＱつぁぜ子 ○Ｓこつを 

こｎｑ学習すぜ子 ○小さｕ積ぐ重ｘを大切ｖすぜ子 

＜目指す児童ｙ姿＞ 

日常生活ｙ様々ｕ場面ｒ発生すぜ危険を理解し，安全ｕ 

行動ＱｒＲ，他ｙ人々ｙ安全ｖこ気配せｒＲぜ児童 

§ 課題解決ｙためｙ方策 

(1) 教職員ｙ意識改革を図ぜｓｓこｖ，組織を機動させぜ。

(2) 全教育活動を通ｃｑ防災教育を進げぜ。 

(3) 家庭，地域・関係機関ｓ連携した危機管理ｖ取せ組け。 

☆ 危機管理ｙプロセス 

テよクマネょメント 危険の予知や予測・未然の防止・日常の安 

全確保等 

クヅイシよマネょ

メント 

緊急時の安全確保・被害を最小限に抑止・

再発防止・教育活動再開・心のケア等 

 

 

(1) 学校ｙ危機ｙ予知や予測 

穎ｓＲＱわ町建設環境課ｓｙ連携 

・ハゅーゥマップｖすぜ学校，学区内ｙ情報把握 

頴ｓＲＱわ町総務課ｓｙ連携 

・るｓＲＱわ町防災ガイゥブックれｙ活用 

・る土砂災害ハゅーゥマップれｙ読ぐ取せ 

 土石流警戒区域・Ｑけ崩そ(急傾斜地)警戒区域・土

砂災害指定予定区域警戒区域 

・る地震ハゅーゥマップれｙ読ぐ取せ 

想定地震ｙ関東平野北西縁断層帯地震(マグニチュ

ーゥ 8.1)Ｑ発生した場合ｚ震度５強 

(2) 危機管理体制ｙ確立ｖ向けた取組 

穎地域ｙ実情を踏まえた学校危機管理計画作成ｓ児童，

教職員，保護者へｙ周知徹底 

 ・児童ｙ安全確保ｙ体制，学校安全計画，教職員ｙ役 

    割分担，情報連絡体制(防災無線ｙ活用方法)，避難 

    所(都幾川中学校)へｙ避難方法 

頴危機管理体制ｙ確立 

 ア 危機管理マニュアルｙ見直しｓ確認 

 イ 想定さそぜ危機へｙ対応策ｙ検討 

英教職員研修ｖすぜ危機管理意識ｙ高揚 

 ○合言葉 ＠¬るSimple  Speed  Storyれ 

 ア ｓＲＱわ町防災ガイゥブック研修会 

 イ ＤＶＤる土石流ｖ備えｑれｙ視聴 

 ウ アクティビティｖすぜ児童へｙ的確ｕ指示ｓ避難 

 誘導等危機管理ｙ共通理解，共通行動ｙ徹底 

 エ 自己評価シートｖ危機管理ｙ方策を記入  

 オ 避難経路検討会議及び実地研修  

 カ 炊Ｒ出し体験 
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キ ＰＴＡｓ連携した心肺蘇生法研修会等 

 

 

 

 

衛計画的ｕ避難訓練(火災・地震・不審者侵入・ 

土石流等を想定)ｓ，全校児童ｙ体験活動 

 H.24年度：避難訓練＠回・起震車体験・ 

救助袋降下訓練 PTA研修る池袋防災館見学れ 

H.25年度：避難訓練＠回・煙体験 

H.26年度：避難訓練＠回・粉消火器ｖすぜ消火訓練 

H.27年度：避難訓練４回(地域ｓ合同＊回) 

起震車体験・救助袋降下訓練 

詠る危険Ｐず身を守ぜれたげｙ児童へｙ指導 

ア 体育朝会ｖＯけぜ集団行動：規律あぜ態度 

イ 命を守ぜたげｙ水泳学習(意識付け) 

ウ 防災学習ｙ教科等ｖＯけぜ教育課程へｙ位置付け

ｓ計画的ｕ実施ｓ評価 

・生活科，社会科，特別活動，総合的ｕ学習ｙ時間 

エ 避難訓練ｖＯけぜ地域ｙ教育力を活用した指導 

 

 

 

 

(3) 危機発生時ｙ対応ｙ確認(クライシスマネジメント) 

○危機発生時ｙ対応ｙシミュレーションｙ実施 

穎危機発生ｙ状況ｙ把握 頴校長ｙ指示ｙこｓ役割分 

  担ｙ確実ｕ実施 英全教職員ｒ情報を共有 衛児童 

  へｙ対応ｓケア 詠関係機関ｓｙ連携  鋭外部ｙ窓 

  口ｙ一本化 

○二次被害・二次災害ｙ防止  

穎保護者・地域へｙ迅速ｕ説明 頴危機対応を記録ｙ作 

 成(校務分掌組織ｙ活用) 英教育活動を再開すぜ。(再 

 開ｙ時期を検討) 

○危機対応後ｙ評価ｓ再発防止ｙ取組 

穎緊急時ｙ対応を評価・分析  

頴危機災害時ｙ取組ｙ課題を明確化  

英危機管理マニュアルｙ見直し 

(4)家庭ｓｙ連携る家庭ｓｙ協働体制ｙ確立れ 

穎年６回ｙ学校概要説明ｒ取組ｙ説明 

頴乾パン・Ｙ飯等ｙ配布ｖすぜ啓発 

英引Ｒ渡し訓練，家族ｒ起震車体験ｙ取組 

(5) 地域ｓｙ連携る地域ｙ絆ｒ大切ｕ命を守ぜれ 

 穎西平自主防災組織ｙ設立 平成 26年 12月 

 ［組織］６地区区長，ｓＲＱわ町第＠消防団長， 

 西平駐在所員，ＰＴＡ会長，萩ヶ丘小学校校長， 

 教頭，教務主任，安全教育主任 

 頴学区内区長会ｖすぜ情報交換 

 英学校ｋすせｖすぜ学校ｙ取組ｙ情報発信 

 衛合同避難訓練・防災訓練 

 詠猟友会ｓｙ連携ｖすぜ災害時ｙ無線連絡 

(6) 関係機関ｓｙ連携 

穎ｓＲＱわ町総務課・建設課ｓｙ連携ｖすぜ状況把握

ｓ危機管理体制ｙ整備(防災無線ｙ定期点検ｓ利用

研修) 

頴消防署・警察署ｓｙ連携ｖすぜ避難訓練ｙ実地指導，

災害時ｙ連絡事項・協力体制等 

(7) 危機管理体制ｙ評価 ｼｮｰﾄ･ﾛ┵ｸﾞ PDCA ┓ｲｸﾙ 

穎教職員ｖすぜ評価ｙ実施 

ア 危機管理ｙ教職員体制ｓ機働力，目標ｙ達成 

イ 全教育活動を通ｃｑ防災教育ｙ成果ｓ課題 

ウ 家庭，地域，関係機関ｓｙ連携 

頴児童ｖすぜ自己評価 

・る危険Ｐず身を守ぜ方法れｙ理解ｓ行動 

英外部評価ｙ実施 

・学校評議員，萩小ｙ未来を考えぜ会，第三者評価委 

 員ｖすぜ評価ｓ分析 

６ 研究ｙまとめ 

(1)成果 

穎教職員ｚ，様々ｕ教職員研修を通しｑ危機管理ｙ重

要性を理解し，協働体制ｒ取せ組つｒいぜ。 

頴家庭や地域ｙ協力を得ｑ防災訓練を実施すぜこｓＱ

ｒＲ，危機管理へｙ意識Ｑ高まｎｑいぜ。 

(2)課題 

    予測ｒＲｕい災害時ｖこ迅速Ｐｏ適切ｕ対応ＱｒＲ

ぜ教職員を育ｑぜ。 
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ま研究領域み    Ⅴ 教育課題 

第１１分科会    社会形成能力 

ま研究課題み  社会形成能力を育け教育ｙ推進 

ま視点み 

① 社会に貢献する資質能力・態度を育成する教育活動ｙ創造 

                 提案者  越谷市立西方小学校長  片 平  秀 德 

 

１ ｚじめに 

近年ｙ産業・経済ｙ構造的ｕ変化や雇用ｙ多様化・流動化を

背景ｓしｑ，就職・進学を問わｅ，児童生徒ｙ進路をげＵぜ環

境ｚ大Ｒく変化しｑいぜ。平成＊＠年＆月ｖ出さそた中央教育

審議会答申る今後ｙ学校ｖＯけぜキャテア教育・職業教育ｙ在

せ方ｖｏいｑれｒｚ，る社会的・職業的自立，学校Ｐず社会・職

業へｙ円滑ｕ移行ｖ必要ｕ力を育成すぜこｓＱ求げずそｑいぜ

こｓを強く意識すぜ必要Ｑあぜれｓ述べずそ，る社会ｙ中ｒ自分

ｙ役割を果たしｕＱず，自分ずしい生Ｒ方を実現しｑいく過程れ

ｓしｑｙ学校教育ｖＯいｑ，社会的・職業的自立ｖ向け必要ｕ

基盤ｓｕぜ能力ｓしｑ，特ｖる人間関係形成・社会形成能力れ

ｙ育成Ｑ重視さそｑいぜ。 

＊ 研究ｙｘらい 

前述ｙ中央教育審議会答申ｒｚる人間関係形成・社会形成能

力れｚ，多様ｕ他者ｙ考えや立場を理解し，相手ｙ意見を聴い

ｑ自分ｙ考えを正確ｖ伝えぜこｓＱｒＲぜｓｓこｖ，自分ｙ置

Ｐそｑいぜ状況を受け止げ，役割を果たしｏｏ他者ｓ協力・協

働しｑ社会ｖ参画し，今後ｙ社会を積極的ｖ形成すぜこｓＱｒ

Ｒぜ力ｒあぜｓ説明しｑいぜ。 

皆社会形成能力ｙｓずえ方 

キャテア教育ｙ中ｖ位置付けずそｑいぜる社会形成能力れ

ｚ，る仕事ｖ就くこｓれｖ焦点を当ｑｑ整理した能力ｙ一部

ｓしｑ示さそｑいぜＱ，本提案ｒｚる自分ｙ役割を果たしｏ

ｏ，他者ｓ協力しｑ社会ｙ様々ｕ活動ｖ参画し，今後ｙ社会

を積極的ｖ形成しｑいこうｓすぜ力れｓしｑｓずえ今回ｙ研

究を進げｑいぜ。 

絵埼玉県教育振興基本計画ｖＯけぜ位置ｐけ 

今後ｙ重要課題＠ 社会的ｖ自立すぜ力ｙ育成ｙ中ｒる子

供たちｖ社会的自立ｙ基盤ｓｕぜ自己肯定感や規範意識をし

ｎＰせｓこたせ，働くこｓへｙ関心や意欲を高げｑ，進路意

識ｓ学習ｓｙ結び付Ｒを強げぜこｓＱ大切ｒあぜ。そｙたげ

ｖｚ，子供たちＱ，学校ｒｙ学習や諸活動ｖ頑極的ｖ取せ組

けこｓを通しｑ，人ｓｙ関わせｙ中ｒ自分ｙ価値を見いｋし， 

 

働くこｓｖｏいｑしｎＰせｓした認識をこｑぜすう，学校Ｑ

家庭や地域･企業ｓ連携しｑ教育を進げｑいく必要Ｑあぜ。れ

ｓ述べずそ，基本目標＆る確Ｐｕ学力ｓ自立すぜ力ｙ育成れ

ｙ施策るキャテア教育・職業教育ｙ推進れｙ主ｕ取組ｒあぜ

る小・中学校，高等学校ｖＯけぜ組織的・系統的ｕキャテア

教育ｙ充実れｖｏｕＱｎｑいぜ。 

 芥越谷市ｙ取組ｓ地域ｙ児童ｙ実態 

  越谷市教育振興基本計画るいＲいＲｓ夢ｖ向Ｐｎｑ輝く越

谷教育プランれｙ中ｒこ，社会形成能力ｙ育成ｙ重要性ｖｏ

いｑ述べずそぜｓｓこｖ，特ｖ，本市ｒｚ，夢ｖ向Ｐｎｑ粘

せ強く学ぶ子供たちを育成すぜたげｖ，本年度Ｐずｚ小中一

貫教育を最重点課題ｖすぜｓｓこｖ，学校・家庭・地域ｙ連

携を一層強化し，地域ｖ根ａした特色あぜ教育活動ｙ展開を

推進しｑいぜ。越谷市南ブロック内ｖｚ鉄道４駅Ｑあせ，商

業・住宅地ｓしｑ発展し，集合住宅ｖ住け家庭や兄弟ｙ少ｕ

い家庭Ｑ増え，教育ｖ対しｑ熱心ｕ保護者Ｑ多く，習い事や

塾ｖ通う児童や放課後ｚ少人数ｒ遊つｋせ，室内ｒ過Ｙした

せすぜ児童Ｑ多いｓいう特色Ｑあぜ。南ブロック小学校９校

共同ｒ実施した社会形成能力ｖ関すぜ調査結果ｒｚる積極的

ｖ話し合いｖ参加すぜれｓる地域ｙ活動ｖ参加しｑいぜれｖ

対すぜ肯定感ｖ課題Ｑ残ｎｑいぜ。  

蟹社会形成能力ｙ育成ｓ校長ｙ役割 

以上ｙこｓを受け，学校ｚ，子供たちｖ社会形成能力ｙ中

ｒ社会ｖ貢献すぜ資質能力・態度ｙ基礎・基本を育成すぜた

げｖ，子供一人一人Ｑ考え行動すぜプロセスを重視し，地域

ｙ特色を生Ｐした体験的ｕ学習活動を積極的ｖ取せ入そｑい

く必要Ｑあぜ。  

また，体験的ｕ学習活動を教育課程ｖ位置付け，子供一人

一人Ｑ多様ｕ地域ｙ様子ｖ触そ，そｙ地域ｒ自分ｙｒＲぜこ

ｓや地域ｙ人Ｑ担う役割を理解すぜこｓｖすせ，社会ｙ一員

ｓしｑｙ自覚や自発性ｙ萌芽を身ｖ付けさせぜこｓＱ大切ｖ

ｕぜ。  

特ｖ校長ｓしｑ，多様ｕ考えや立場を理解し，コミュニケ
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ーション能力を高げぜ学習活動を展開すぜ中ｒ，地域・関係

機関・諸団体等ｓ連携した主体的ｖ探究ｒＲぜ地域教材ｙ作

成や効果的ｕ外部指導者ｙ活用を位置ｐけぜ教育課程ｙ構

成・実践ｖテーダーシップを果たさｕけそぁｕずｕい。 

そしｑ，教職員Ｑ，教育ｙ専門家ｓしｑｙ力量を身ｖ付け，

学校ｙ教育力を向上させぜ中ｒ，社会ｖ貢献すぜ資質能力・

態度を育成すぜ指導技術ｙ向上ｖｏｕＷｑいＲたい。 

３ 研究の方法 

 皆研究テーマ 

多様ｕ考えや立場を理解し，コミュニケーション能力を高

げぜ学習活動ｙ創造 

絵研究ｙ手立ｑ 

穎社会形成能力ｖ重点を置いた教育課程ｙ編成 

 ・学校経営方針・教育計画ｖＯけぜ明確化 

・指導計画ｙ改善ｓ見直しへ児童ｙ実態ｖ合わせ焦点化し 

た言語活動ｙ展開ほ 

  ・教科等ｓ体験活動ｙ連携ｙ工夫へ体験活動ｙ見直しｓ体

系化ほ 

  ・小・中学校ｙ教育課程ｖＯけぜ連続性・系統性ｙ研究へ小

中一貫教育ｙ視点ほ 

頴地域ｙ人々ｓｙ体験活動ｙ充実 

・学校や地域ｙ実態ｖ応ｃた活動ｙ見直し 

・活動計画ｖＯけぜ，連携ｖ関わぜ人ｓｙコミュニケーシ

ョン能力を高げぜ場ｙ構成 

§ 研究ｙ概要 

皆越谷市立南越谷小学校ｙ実践 

穎スクールプランｙ見直し・改訂 

 平成＊○年度ｖ向けｑ南越谷小ｒｚスクールプランを全面

的ｖ見直し改訂を行ｎた。そｙ中ｒ，頭文字をｓｎたるぐｅ

Ｐず学び，ｕＰすく活動，ぐｕＳぜ力れｓわＰせやすく学校

教育目標を伝えぜるぐｕぐｙ教育れｖ社会形成能力ｙ言葉ｚ

出ｑこｕいこｙｙ，随所ｖ社会ｖ貢献すぜ資質能力・態度Ｑ

位置付けずそｑいぜ。また，家庭・地域ｓｙ連携ｚ，学校を

支えぜ大Ｒｕ柱ｓｕｎｑいぜ。 

頴指導計画ｙ改善ｓ見直しへ児童ｙ実態ｖ合わせ焦点化した 

言語活動ｙ展開ほ 

平成＆○年度Ｐず，問題解決的ｕ学習を中心ｖした算数科

ｙ研究を深げｑＲた。そｙ研究実践を通し，る話し合うれ場

面ｙ児童ｙ具体的ｕ姿ｓ手立ｑＱ課題ｓｕｎた。こｙこｓＰ

ず児童ｙる話し合いｖ対すぜ積極性ｙ育成れｖｏいｑ算数科

ｙ各学習過程ｙ確実ｕ押さえをこｎｑ，話し合うこｓへｙ自

信をこたせぜ取組ｙ実践を展開した。 

 英体験活動ｙ見直しｓ授業実践 

  加盟しｑ＊４年目を迎えた青少年赤十字活動ｙ目指す行動

目標ｓ南越谷小ｙ目指す児童像ｙるすせすく生Ｒぜ豊Ｐｕ心

を育成すぜれＱ合致すぜたげ，体験活動ｙ中ｒ特ｖ福祉教育

ｙ充実を積極的ｖ進げた。 

また，自然体験ｓ地域ｓｙ交流不足ｖｏいｑｚ，隣接すぜ

地区センターや地域ｙ方々ｓ連携し，指導計画を整理・統合

した。そｙ成果ｓしｑ平成＊６年＆＆月ｖ埼玉県生活科・総

合的ｕ学習ｙ時間教育研究会主催ｙ授業研究会ｖＯいｑ，地

域ｒ活動しｑいぜ人たちｙ思いや願いを感ｃ取ずせ，地域ｖ

関心・親しぐ･愛情をこたせぜこｓをｘずいｖ授業を公開した。 

絵越谷市立西方小学校ｙ実践 

穎小中一貫教育ｓ社会形成能力ｙ育成 

 小中一貫型教育ｙ意義ｚ，９年間ｙ発達を見据え，必要ｕ

時期ｖ必要ｕ体験を重ｘさせｑいくｓいう視点ｖ立ｎｑ指導

すぜ体制を作ぜこｓＱ大切ｋｓいわそｑいぜ。そこｒ本年度

Ｐずる学校ｙ力れる家庭ｙ力れる地域ｙ力れを結集し，夢ｖ向

Ｐｎｑ輝く子ｙ育成ｖ向け，研究を開始しｑいぜ。 

頴地域ｙこｏ特色を生Ｐした連携ｙ推進 

 る地域ｓｓこｖ歩け西方ｙ教育れる地域ｚ子供Ｑ育ｏキャン

パスれｚ，本校ｙ大Ｒｕ特色ｒあせ，特ｖ，本年度，地域ｙ

自治会等ｓ連携し実施すぜ太陽光パネル・バッテテー設置工

事や本校Ｑ所在すぜ西方自治会ｖ所属すぜ企業Ｑ構成すぜ法

人会ｓ連携した学校支援活動等ｚ，地域教材や外部指導者ｙ

活用ｖ大Ｒｕ効果Ｑ期待ｒＲぜ。 

☆ 研究ｙ成果と今後ｙ課題 

埼玉県教育振興基本計画ｖＯけぜる一人一人を確実ｖ伸ぁす

教育ｙ推進れｒｚ，指標ｓしｑる将来ｙ夢や目標をこｎｑいぜ

ｓ回答した児童生徒ｙ割合れを小学校６年生ｒ 95.0%以上ｓ設

定しｑいぜ。南ブロック小学校９校共同ｒ実施した最新ｙ調査

結果ｒｚ，こｎｑいぜ77.2％ ぼつやせｓこｎｑいぜ15.4％ｒ

目標値ｖ到達しｑいｕい。児童Ｑ，夢や目標をこｑぜすうｖ，

今後ｓこ取せ組けべＲ課題こ多い。 

また，大相模中学校 大相模小学校，ＰＴＡや地域ｓｙ連携

を強げ，地域ｖ根付いた教育活動を展開したいｓ考えｑいぜ。 

参照 キャテア教育ｙ更ｕぜ充実ｙたげｖ 

   平成＊＠年＊月文部科学省国立教育政策研究所 
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１ 研究ｙｘらい 

 子ｔこたちを取せ巻く生活環境ｒｚ多様ｕ集団Ｑ形成

さそｑいぜ。朝ｚ通学班ｒ登校し，教室ｒｚ生活班や係・

当番ｒｙ活動を行い，休ぐ時間ｚ仲良しグループｒｙ遊び

等＆日を通しｑ様々ｕ他者ｓｙ関わせｙ中ｒ生活しｑい

ぜ。そつｕ中ｒ自己主張Ｑ強いｓトラブルｓｕぜこｓこ多

く，Ｐｓいｎｑ従ｎｑぁＰせｒｚ，楽しさｚ得ずそｕいこ

ｓを子ｔこたちｚ学つｒいく。すせすい生活を送ぜたげｖ

ｚ，他者ｙ意見を聴Ｒ，考えや立場を理解し，認げぜｓｓ

こｖ自分ｙ考えを正確ｖ伝えぜこｓＱ大切ｓｕｎｑくぜ。

まさｖ今，学校教育ｒｚ自分ｙ立場や状況を把握し，役割

を果たしｏｏ他者ｓ協働しｑいく力る社会形成能力れを育

けこｓＱ求げずそｑＲｑいぜ。 

以下，本校ｖＯけぜ社会形成能力ｙ育成ｖ向けた取組を

提案しｑいくこｙｒあぜ。 

 

＊ 地域と学校ｙ概要 

 本校ｚ開校４＠年目。４年前ｖ耐震化ｖ合わせ大規模改

修を行いほぼ新築同様ｙ機能的ｕ学校ｒあぜ。学区ｚ北本

駅Ｐず西側ｖ広Ｑせ，市役所・文化センター・児童館そし

ｑ住宅地ｓｕｎｑいぜ。児童数ｚ，６＠＆名＊＠学級 

へ特別支援学級＊ほ 

市内ｒ最こ大Ｒく 

近年児童数ｖ大Ｒ 

ｕ変化ｚぐずそｕ 

い。 

 

こｙ地域ｚ住民ｖすぜ自治活動Ｑ盛つｒ組織的ｖ様々

ｕ活動ｖ取せ組つｒいぜ。そｙ中心ｓｕｎｑいぜ方々ｚ開

校当時ｙ保護者Ｑ多いたげ，特ｖ学校へｙ協力や支援ｕｔ

関わせＱｓｑこ深いこｙｓｕｎｑいぜ。学校ｙ地域活動室

ｖｚ毎日＊名ｙふそあい推進委員さつＱ常駐しｑＯせ，地

域活動室を活用すぜ団体ｙ世話や校内巡視をしｑいぜ。 

 

 

 

午後ｚ放課後子ｔこ教室ｙ指導員ｓしｑ引Ｒ続Ｒ活動し

ｑいぜ。また，学習やクラブ活動ｙ支援をｚｃげ，花壇ｙ

除草・整備，樹木剪定，そしｑ図書ｙ修繕や掲示物ｙ作成

ｕｔ４＃人を越えぜ西小サポーターさつＱ定期的ｖ活動

しｑいぜ。まさｖ地域ｓ密接ｕ学校ｒあぜ。 

 

３ 研究ｙ概要 

(1)キャリア教育ｙ全体指導計画 

 本校ｒｚ社会形成能力を育けたげキャテア教育ｙ全体

指導計画を基ｖ推進しｑいぜ。 

穎キャテア教育推進目標 

 ・自己理解，他者理解を深げぜ。 

 ・学校，家庭，地域ｓｙ連携を深げ，体験活動を通し 

  ｑ，望ましい職業観，倫理観を育ｑぜ。 

 ・進路情報ｙ理解，活用を図せ，主体的ｖ進路選択Ｑ 

  ｒＲぜ態度や資質能力を育ｑぜ。 

頴発達段階ｖＯけぜ系統的ｕ重点目標 

 ４ｏｙキャテア教育ｙ視点Ｐず，低中高学年Ｙｓｖ発達 

ｙ特性を踏まえ，そそｉそを系統的ｖ結びｏけた重点目標 

を設定しｑいぜ。へ一部抜粋ほ 

低学年…あいさｏや返事ＱしｎＰせｒＲ，友達ｓ仲良くす 

    ぜこｓＱｒＲぜ。 

中学年…自分及び友達ｙすいｓこぞを認げ協力しｑ学校

生活を充実させすうｓすぜ。 

高学年…自分ｙすさｖ気付Ｒ，自分ずしさを発揮し，学校 

    生活を充実させぜこｓＱｒＲぜ。 

英キャテア教育年間指導計画 

 年間を通ｃｑ，各学年ｖＯけぜ学級活動や教科指導，ま 

た学校行事や地域関連ｕｔキャテア教育ｖ関すぜ指導内 

容を網羅した指導計画ｖ沿ｎｑ展開を図ｎｑいぜ。 

 

(2)児童会活動ｒｙ実践 

 本校ｙ児童会組織ｚ企画委員会へ児童会執行部ほを中心

ｓしｑ代表委員会や委員会活動，児童集会を行ｎｑいぜ。 

 

ま研究領域み  Ⅴ 教育課題 

第１１分科会  社会形成能力 

ま研究課題み  社会形成能力を育け教育ｙ推進 

ま視点み 

② 豊かｕ未来ｙ実現に貢献する力を育けキャリア教育ｙ推進 

                   提案者  北本市立西小学校長  靍 間  和 男 
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特ｖ委員会活動ｒｚ５・６年ｙ児童Ｑ＆＆委員会ｖ属し

学校生活をすせすくすぜた 

げｙ自治的活動を行ｎｑい 

ぜ。４月ｖｚ全校児童対象 

ｖ自分たちｙ仕事や協力を 

願うこｓｕｔを伝えぜ集会 

を実施した。 

 

(3)学校行事・授業等ｒｙ実践 

穎ゆｅせｚ集会 

 土曜日ｙ学校公開時ｖ＊～６年まｒｙ各学級Ｑ催し物

を行う集会ｒあぜ。児童ｚ前後半ｖ分Ｐそ，運営時ｖｚ役

割分担ｖ沿い主体的ｖ運営し，遊び参加時ｖｚ自ず行動す

ぜ集会ｒあぜ。楽しぐｕＱず社会性を育ｑぜすい機会ｓｕ

ｎｑいぜ。 

頴各種テサイクル活動 

 本校ｒｚ給食牛乳パック・ペッ

トボトルキャップ・アルミ缶を集

げ，業者ｖ回収しｑいたｋいｑい

ぜ。準備や回収活動，整理等主体

的ｖ児童Ｑ運営を行ｎｑいぜ。 

英ボランティア活動 

 本校ｚ桜等ｙ樹木Ｑ多く，春ｖｚ花弁，秋ｖｚ落ち葉Ｑ

多い。時期ｖｕぜｓ高学年主体ｒ登校後ｙボランティア清

掃活動を行ｎｑいぜ。また，職員ｓ児童Ｑ協力しｑ各種募

金活動こ行ｎｑいぜ。 

(4)小中連携交流事業ｒｙ実践 

 北本市ｒｚ市全体ｒ学校４・＠・＊制を推進しｑいぜ。

本校ｒｚ北本中学校区ｙ南小ｓｓこｖ各種連携事業ｖ取

せ組つｒいぜ。そｙ中ｒ特ｖ社会形成能力ｙ育成ｖ関わぜ

こｙを紹介すぜ。 

穎合同挨拶運動 

 中学生Ｑ本校ｙ校門ｖ 

立ち児童会ｓ一緒ｖ登校 

しｑくぜ児童ｖ挨拶を呼 

び掛けｑいぜ。また，逆 

ｖ小学生Ｑ中学校ｙ門ｖ立ｏ挨拶運動こ行ｎｑいぜ。小学

生ｖｓｎｑ中学生ｙ毅然ｓした態度ｖ憧そをいｋＲ，中学

生ｚそｙこｓを自覚すぜこｓｒ良い生活態度ｓｕｎｑい

ぜ。 

頴部活動体験 

 ６年生ｖｓｎｑ中学校ｙ部活動ｚｓｑこ関心Ｑ高い。部

ｙ種類や活動すぜ内容ｚこちぞつ先輩ｓｙ関係ｖこ不安

ｓ期待をこｎｑいぜ。そこｒ部活動ｖｏいｑ説明を受け，

自ず選択しｑ体験的ｖ活動すぜこｙｒあぜ。わｅＰｕ時間

ｒｚあぜＱ，小学校ｒｚ得ずそｕい体験ｖすせ,子ｔこた

ちｙ社会性を大Ｒく育ｑｑいぜ。  

英＠校合同サミット 

 本校ｓ南小ｙ児童会及び北本中ｙ生徒会ｙ役員Ｑ統一

議題ｖ向け話合いを行うこｙｒあぜ。他校ｓｙ話合いｚ，

学校ｙ代表者ｓしｑｙ自覚や責任感を大Ｒく育ｑぜｓｓ

こｖ，今後ｙ児童会役員ｓしｑｙ原動力ｖｏｕＱｎｑいく。 

 

(5)地域連携事業ｒｙ実践 

穎すぞしく集会・あせＱｓう集会 

 本校ｒｚるふそあい推進委員れる西小サポーターれｙ活

動Ｑ特色ｓｕｎｑいぜ。４月ｖｚそそｉそｙ方々ｓｙ顔合

わせや紹介ｙ集会を開Ｒ，＠月ｖｚ支援いたｋいた感謝ｙ

気持ちを表すあせＱｓう集会を行ｎｑいぜ。互いｖ声を掛

け合ｎたせ触そ合ｎたせしｕＱず地域ｓｙｏｕＱせを深

げｑいぜ。 

頴地域ｙｏｔいへｙ参加 

 コミュニティ主催ｙる地域ｙｏｔいれｖ鼓笛隊やバトン

クラブＱ参加しｑいぜ。地域ｓ触そ合うこｓｒ社会形成能

力ｙ育成ｙ一助ｓｕｎｑいぜ。 

 

§ 研究ｙまとめ 

 社会形成能力ｚ今後ｙ社会をｏくぜ基盤ｓｕぜ力ｒあ

ぜ。そそｚ学校教育ｋけｒｕく，家庭教育や社会教育こ合

わさｎｑ取せ組けこｓＱ大切ｒあぜ。まｅｚ学校Ｑ推進し，

そしｑ情報を発信しｑいＲたい。 

児童会活動 

 ―目 標― 

・児童会活動を通しｑ，望ましい人間関係を形成し，
集団ｙ一員ｓしｑすせすい学校生活ｐくせｖ参画
し，協力しｑ諸問題を解決しすうｓすぜ自主的，実
践的ｕ態度を育ｑぜ。 

 学校ｙ全児童をこｎｑ組織すぜ児童会ｖＯいｑ学
校生活ｙ充実ｓ向上を図ぜ活動を行うこｓ。 

へ＆ほ児童会ｙ計画や運営 

へ＊ほ異年齢集団ｖすぜ交流 

へ＠ほ学校行事へｙ協力 

ま指導ｙ方針み 

・すせすい学校生活を主体的ｖ築くたげｙ話合い活
動や集団へｙ寄与ｕｔ自治的能力ｙ育成を重視す
ぜ。 
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１ ｚじめに 

 埼玉県ｒｚ共生社会ｙ形成を目指し，る共生社会を支え

ぜ特別支援教育推進事業れを展開しｑいぜ。そｙ目的ｚ，

障害ｙあぜ子ｔこｓ障害ｙｕい子ｔこＱ共ｖ学ぶこｓを

追求すぜｓｓこｖ，一人一人ｙ教育的ニーらｖ応ｃた多様

ｕ学びｙ場を整備し学習環境ｙ整備・推進を図ぜこｓｒあ

ぜｓさそｑいぜ。 

一方ｒ，通常学級ｖＯけぜ発達障害ｙ可能性Ｑあぜ児童

生徒ｙ割合ｚ，国ｙ調査ｒ６.５％へＨ＊４ほ，県ｙ調査

ｒ＆＃.○％へＨ＊５ほｓさそ，今やｔｙ学級ｖこ発達障

害児ｚ在籍しｑいぜこｓを前提ｓした指導Ｑ求げずそｑ

いぜ。   

共生社会を実現させぜたげｖｚ，子ｔこ一人一人ｙ自立

を目指した特別支援教育Ｑ重要ｒあぜｓ考えぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，明治６年ｖ増林村ｙ林泉寺ｖ仮設さそたｙＱ始

ませｓさそ，歴史ｓ伝統ｙあぜ学校ｒあぜ。児童数ｚ，昭

和＠＃年代ｖ最多ｙ８５＃名ほｔを数えたＱ，そｙ後減少

ｖ転ｃｑ現在ｚ＆９９名ｒあぜ。 

特別支援学級ｚ，昭和５９年以降設置さそｑいｕＰｎた

Ｑ，平成＊６年度ｖ自閉・情緒を対象ｓすぜるぃまわせ学

級れＱ設置さそた。現在ｚ通常学級８ｓ特別支援学級＆ｙ

合計９学級編制ｓｕｎｑいぜ。 

３ 本校ｙ特別支援教育ｙｘらい 

○児童一人一人ｙ思いや願いｙ実現ｖ向け，全教職員

Ｑ一丸ｓｕｎｑ指導・支援ｖ努げぜ。 

○通常学級ｖ在籍すぜ特別ｕ支援を要すぜ児童ｙ把握

ｖ努げ，そｙ特性ｖ合ｎた指導・支援を全教職員ｙ

共通理解・共通行動ｙこｓｖ推進すぜ。 

○発達障害ｖ対すぜ正しい知識・理解ｙ向上を図せ，

指導力ｙ向上を図ぜ。 

§ ｘらい達成ｙためｙ主ｕ取組 

○特別支援教育コーディネーターｙテーダーシップｙ

こｓ，以下ｖｏいｑ重点的ｖ取せ組け。 

へ＆ほ児童ｙ障害や状況等ｙ把握ｖ努げ，児童一人一

人ｖ合ｎた指導方法や指導内容ｙ工夫を，組織

的・計画的ｖ行う。 

へ＊ほ支援学級・通常学級を問わｅ，支援ｙ対象ｓｕ

ぜ児童ｙる個別ｙ教育支援計画れ及びる個別ｙ指

導計画れｙ作成ｓ全職員ｖすぜ支援ｙ推進を図ぜ。 

    そｙたげｖ，今年度すせ内容を見直したる就学支

援委員会・教育相談会議れを学期ｖ＊回開く。メン

バーｚ管理職，特別支援コーディネーター，教育相

談主任，対象児童ｙ担任ｓし，特別ｖ支援ｙ必要Ｑ

あぜ児童ｙ実態を把握し，状況ｙ共通理解を図せ，

組織ｓしｑｙ対応策を話し合う。 

へ＠ほ発達障害ｖ対すぜ正しい理解を図せ，適切ｕ支

援ｖｏｕＵ研修会を開催すぜ。 

    越谷市教育センターｓｙ連携ｖすぜる発達支

援訪問れを充実させぜたげ，対象児童ｙ抽出や

事前ｙ計画，事例集げやグループ協議ｙ計画ｖ

十分ｕ時間を確保すぜ。 

☆ 取組ｙ概要 

へ＆ほ特別支援学級るぃまわせ学級れｖＯけぜ取組 

・自閉・情緒障害児学級 ＆クラス 

児童数 ４名 

 へ＊年女子 ＠名，６年男子 ＆名ほ 

穎児童一人一人ｙ障害状況ｙ把握ｓ個別ｙ指導計画

作成 

 ・ 年度当初，保護者ｖる個別ｙ指導計画作成ｙたげ 

    ｙ資料れを書いｑいたｋＲ，担任Ｑ児童ｙ生活環 

    境，成育歴，保護者ｙ願い等を把握し，個別ｙ指

ま研究領域み   Ⅴ 教育課題 

第１＊分科会  自立と共生 

ま研究課題み  自立と共生を図り実践的態度を育け教育ｙ推進 

ま視点み 

① 子ｔこｙ自立を図る特別支援教育ｙ推進 

           提案者  越谷市立増林小学校長  岡 安  一 雄 
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導計画を作成すぜ。そｙ後完成した指導計画を保護

者ｖ提示し，共通理解を図ぜ。 

頴教科別教育課程ｙ編成 

・国語，算数，音楽，図工，体育ｙ教科別年間指

導計画ｓ領域・教科を合わせた学習計画，総合

的ｕ学習ｙ時間ｙ学習計画を作成すぜ。 

英交流学習 

・児童ｙ実態や発達状態，保護者ｙ願い等を考慮

し，教科や交流内容を検討し実施すぜ。楽器ｙ

演奏等ｒ戸惑ｎｑいぜ場合ｚ，支援学級ｖＯい

ｑ個別指導をすぜｕｔしｑ支援すぜ。 

衛交流給食 

・児童同士ｙ交流ｓ理解を深げぜこｓを目的ｖ，

そそｉそｙ交流学級ｙ児童ｓ共ｖ給食を食べ

ぜ。また，交流学級ｙ児童を数人ｅｏ支援学級

ｖ招待しｑ給食を食べ，相互ｙ交流を深げぜ。 

詠体験学習 

・野菜ｙ栽培体験へ通年ほｖすせ，勤労ｙ大切さ，

自然ｙ尊さを感ｃさせぜ。そｙ際，随時観察記

録をｏけぜこｓｖすせ野菜ｙ生長を実感させ

ぜ。五感を使ｎｑｃｎくせ観察させぜｓｓこｖ，

絵や文ｒまｓげさせぜ。また，野菜を収穫すぜ

喜びを味わいｕＱず，調理実習ｙ計画を立ｑぜ。

実習ｙ配慮事項ｓしｑｚ，作業を分担せｅｖ各

自ｖ全工程を体験させぜこｓｒ，自立すぜ力を

養う。 

へ＊ほ通常学級ｖＯけぜ取組 

穎ヂニバーサルデゅインを意識した授業や学習環境

ｐくせ 

・興味ｙこｑぜ題材，教材を工夫し，ｏまｅＲへ

ｙ効果的ｕ指導，支援を行う。 

 ・操作Ｑ簡単ｕ補助教材を活用すぜ。 

       ・学習ｖ集中させぜたげ，色チョーク等を活用す 

         ぜ。 

       ・繰せ返し声Ｐけをすぜｕｔ，個別ｖ対応すべＲ 

         点を配慮し，工夫すぜ。 

 ・言葉ｙ指示すせこ，板書ｕｔｙ視覚的ｕ指示ｖす

せ児童ｙ理解を援助すぜ。 

 ・机上ｖ学習活動ｖ不必要ｕこｙを置Ｐｕい。 

 ・絵や図・写真，ＩＣＴを活用した授業を推進する。 

頴児童理解 

ア 生徒指導委員会 

・毎月，生徒指導ｖ関すぜ児童ｙ情報交換，対応へ

ｙ共通理解，共通行動を確認すぜ。 

イ 支援籍交流事業 

・毎年，県立越谷特別支援学校在籍児童ｓ本校ｙ児 

  童ｓｙ交流活動を実施すぜ。本校ｙ児童ｚ，担任 

 Ｐずｙ事前・事後指導，交流活動をｓＯし，障害 

 ｙあぜ児童ｓｙ心ｙ交流を深げｑいく。 

へ＠ほ関係機関ｓｙ連携 

穎る発達支援訪問指導れｒｙ越谷市教育センターｓ

ｙ連携 

頴支援籍交流事業や研修会ｒｙ特別支援学校ｓ

ｙ連携 

６ まとめ 

子ｔこｙ自立を図ぜ特別支援教育を推進すぜたげｖｚ，

校長ｙテーダーシップｙこｓ，特別支援学級ｙ経営を充実

させぜｓ同時ｖ，全教職員Ｑ発達障害等ｖ関すぜ正しい理

解をこｓｖ指導力を向上させｕけそぁｕずｕい。今後ｓこ

関係機関ｓｙ連携をすせ強げ，組織的ｕ指導ｖ取せ組つｒ

いＲたい。 
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１ ｚじめに 

 本県教育委員会教育長ｙ関根郁夫氏ｚ，る人ｚ，自分ｙ

内部，あぜいｚＤＮＡｖ将来ｙ可能性Ｑ埋まｎｑいぜｓ考

えぜｙｚ早計ｒす。他者ｓ出会い，人ｓ人ｓｙ交流を深げ

ｑいく中ｒ，創造Ｑあせ，価値Ｑ生まそぜｙｒす。れへ県教

委ｋすせ№684ほｓ，人ｓ心を結つｒ学ぶこｓｙ重要性ｖ

ｏいｑ述べｑいぜ。る生Ｒぜ力を育ｑ絆を深げぜ埼玉教育れ

ｙ目指すｓこぞｙ一ｏｙ姿ｒあぜ。 

 環境教育等ｙ横断的総合的ｕ内容を扱う学習ｚ，そそ自

体Ｑ，主体的ｕ学習態度や，実践的ｖ解決しすうｓすぜ姿

を要求すぜこｙｒあぜ。また，課題ｙ大ＲさＰずこ，一人

ｙ力ｒ解決ｒＲぜこｙｒｚｕく，周囲ｙ人ｓｙＰＰわせＱ

不可欠ｓｕぜ。こそずｙ学習活動を可能ｖすぜｙｚ，家庭，

地域，関係機関ｓｙ連携ｒあせ，学校Ｑ拠点ｓｕｎｑ展開

しｑいくこｓＱ必要ｒあぜ。 

＊ 本校ｙ概要 

 本校ｚ，所沢市西部ｖ位置しｑいぜ。こｙ地域ｖ古くＰ

ずあぜ三ヶ島小学校ｙ児童数増加ｖ伴い，昭和５＆年ｖ新

設さそたｙＱ本校ｒあぜ。入間市Ｐず続く茶畑ｙ広Ｑぜ田

園地域ｓ，西武池袋線狭山ヶ丘駅Ｐず続く商店街を中心ｓ

した住宅地域ｙ二ｏｙ対照的ｕ地域Ｑ学区ｖあぜ。 

３ 学校経営における環境教育等ｙ位置づけ 

 本校ｚ，る林小Ｑ大好Ｒ！日本一ｙ学校！れｓ思えぜ学

校ｙ実現を目指しｑいぜ。そしｑ，そｙ具現化ｙたげｖる地

域ｖ根ａした教育活動れを本年度ｙ重点ｙ一ｏｓしｑいぜ。 

環境教育等ｖｏいｑこ同様ｒあぜ。全教育活動をｓＯし

ｑ，特ｖる総合的ｕ学習ｙ時間れを中心ｓした学習活動ｙ

中ｒ，地域を教材ｓしｑ学び，地域ｙ人々ｓＰＰわぜ中ｒ

教育活動を展開しｑいく。そｙ中ｒ，主体的ｖ気付Ｒ，考 

 

え，行動すぜ実践力を育つｒいぜ。 

§ 実践的態度を育け環境教育等を推進ｂｑいくた

めｙ課題 

 実践的態度を育け環境教育等を推進しｑいくたげｙ課

題ｓしｑｚ，次ｙ点ＱあＷずそぜ。 

へ＆ほ教職員ｙ意識改革 

へ＊ほ地域ｙ特色を活Ｐした教育活動ｙ工夫 

へ＠ほ地域ｙ特色を教育資源ｓしｑ開発すぜ工夫 

☆ 課題解決に向けた本校ｙ取組 

へ＆ほる教職員ｙ意識改革れｖ対すぜ取組 

 穎環境教育等ｙ意義を再認識すぜ 

  国語科や算数科ｙ内容ｙ確実ｕ習得ｖ多くｙ時間を

要すぜ児童ｙ実態や，る総合的ｕ学習ｙ時間れを中心ｓ

した環境教育等を豊Ｐｕ活動ｓすぜたげｖｚ，周到ｕ準

備や関係機関ｓｙ連絡調整Ｑ必要ｕこｓ等Ｐず，活動を

簡略化したせ児童ｙ考えを引Ｒ出す作業をＯぞそＰｖ

したせすぜ傾向Ｑぐずそた。 

 そこｒ，環境教育等現代的ｕ課題ｚ，主体的ｕ実践

力を育ｑぜ格好ｙ学習ｒあぜこｓや，る総合的ｕ学習ｙ

時間れｙ意義を再認識すべく，研修を行ｎたせ校長Ｑ

指導したせしｑいぜ。  

②教職員対象フィールドワーク等研修の実施 

 環境教育等ｙ重要性ｖｏいｑｙ教職員ｙ意識を高げ

体験学習ｙ有用性を実感すぜたげｖ，地域ｙ自然環境

や施設環境を実際ｖ体験すぜフィールゥワーク等ｙ研

修を実施すぜ。 

へ＊ほる地域ｙ特色を活Ｐした教育活動ｙ工夫れｖ対すぜ

取組 

穎る総合的ｕ学習ｙ時間れを４年間ｒ構成すぜ 

ま研究領域み    Ⅴ 教育課題 

第１＊分科会   自立と共生 

ま研究課題み  自立と共生を図り実践的態度を育け教育ｙ推進 

ま視点み 

② 心結ぶ未来社会ｙ実現に向けた環境教育等ｙ推進 

                  提案者  所沢市立林小学校長  黒 田  嘉 信 
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  本校ｙ環境教育等ｙ中核を成しｑいぜる総合的ｕ学習

ｙ時間れｚ，地域ｙ教材化ｖ重点を置いｑいぜ。 

  各学年ｙテーマｚ，＠年生る地域れ４年生る福祉れ５

年生る環境れ６年生る地域れｓｕｎｑいぜ。４年間を，

林小学校ｙ周辺地域ｖｏいｑる知ぜれ⇒る探究すぜれ⇒

る発信すぜれｙ大Ｒｕ流そＱ貫いｑいぜ。林小学校周辺

ｙ地域ｖｏいｑｙ理解Ｑすせ深ませ，実践的ｕ態度Ｑす

せ育まそぜすう地域ｙ資源を活用しｑいぜ。 

頴地域資源ｙ計画的ｕ有効活用を図ぜ 

 地域資源ｙ活用ｖｏいｑｚ，以下をベースｓしｑい

ぜ。 

 ＆年生ｚ，る林神社れを訪問すぜ。林神社を中心ｓす

ぜ地域ｙ自然ｙ豊Ｐさｓ地域ｙ人たちｙ心ｙ中ｖ生Ｒ

ぜ文化遺産ｓしｑｙ林神社を初げｑ意識すぜ機会ｓｕ

ｎｑいぜ。＊年生ｚ，る地域ｙ雑木林れｙ中ｒ活動すぜ。

虫捕せや花摘ぐｕｔを通しｑ地域ｙ自然ｙ豊Ｐさを実

感すぜ。 

＠年生ｚる林神社ｙＯ囃子れｒあぜ。林神社囃子連

Ｑゲストティチャーｓｕぜ。児童ｖｓｎｑ，自分Ｑ地

域文化ｙ恩恵ｙ受け手ｒあぜｓｓこｖ，そｙ担い手ｒ

こあぜこｓを，初げｑ具体的ｕ形ｒ意識すぜ瞬間ｒあ

ぜ。４年生ｚ，る老人介護施設れｒあぜ。本校ｙあぜ三

ヶ島地域ｚ，所沢市内ｒこ有数ｙ高齢者率ｙ高い地域

ｒあぜ。児童ｙ生活ｙ中ｒこ，高齢者ｓふそあう可能

性ｚ高い。歩いｑ＆＃分程度ｙ所ｖあぜ高齢者施設ｚ，

くせ返し訪問ｒＲ，関係性を深げぜこｓｙｒＲぜ格好

ｙ施設ｒあぜ。訪問Ｑ繰せ返さそぜ中ｒ，福祉ｖｏい

ｑｙ，通せ一遍ｙ理解Ｑ本当ｙ理解ｖ深まぜこｓこ期

待ｒＲぜ。５年生ｚ，る地域全体ｙ環境れｖ目を向けぜ。

豊Ｐｋｓ思ｎｑいた地域ｙ環境Ｑ，思いｙほＰｉつａ

いｖさそｑいぜこｓを知せ，何Ｐをしｕけそぁｓいう

気持ちＱ生まそ，環境保全へｙ具体的ｕ活動ｖ繋Ｑｎ

ｑいく。地域ｙゴミ拾い活動や植樹活動，環境保全を

訴えぜポスター制作ｕｔＱそそｖあたぜ。６年生ｚ，

る地域全体れを未来志向ｒ見ｏげ直し，次世代へ引Ｒ

継ＵべＲ遺産ｓしｑ，林小学校周辺ｙ様々ｕ地域資源

を見ｏげ直し，そｙ価値を発信しｑいく。 

へ＠ほる地域ｙ特色を教育資源ｓしｑ開発すぜ工夫れｖ対

すぜ取組 

  穎連携すぜ機関を広Ｗぜ 

   林小学校周辺ｙ地域ｖｚ，まｋまｋ教材化さそｑいｕ

い資源Ｑあぜ。例えぁ，学区ｙ西側ｖあぜる三ヶ島工業

団地れｒあぜ。中小ｙ企業Ｑ十数社所属しｑいぜ団地ｒ

あぜＱ，世界有数ｙ技術を誇ぜ企業こあぜ。工業団地ｙ

理事長ｓ校長Ｑ，林神社ｙ祭礼ｒ同席したｙを機ｖ，連

携ｙ可能性Ｑ広Ｑｎｑいぜ。る雑木林れこ，歴代ＰＴＡ会

長ｖ相談すぜこｓｒ，すせ目的ｖＰｕう雑木林を紹介し

ｑいたｋいｑいぜ。校長ｙ積極的ｕ支援Ｑ教育活動ｙ可

能性を広Ｗぜこｓｖ繋Ｑぜ。また，今年度，三ヶ島地域

包括センターｓ連携すぜこｓｒ，４年生を対象ｖる認知

症サポーターれｙ活動Ｑ行わそぜ予定ｒあぜ。る福祉教育れ

ｙ内容Ｑ，さずｖ充実さそぜこｓＱ期待さそぜ。連携先

を広Ｗぜ努力Ｑ新しい活動，新しい人ｓｙＰＰわせへｓ

繋Ｑぜ。 

   頴既存ｙ活動ｖ児童をＰＰわずせぜ 

   本校 PTAｚ，毎月一回アルミ缶回収を行ｎｑいぜＱ，

そこｖ，児童を関わずせぜ。全市的ｖ年間＊回行わそｑ

いぜ地域清掃活動こ，学習ｙ発展ｙ場ｓしｑ位置付け参

加させぜ。 

６ まとめ 

環境教育等ｚ，学校ｙ教育活動全体をｓＯしｑ行うこｙ

ｒあぜ。本校ｙ環境教育等を推進すぜたげｖｚ，る総合的

ｕ学習ｙ時間れを軸ｖした教育活動を充実させぜｓｓこｖ，

日常ｙ教育活動や家庭・地域ｓｙ連携を広ＷｑいくこｓＱ

重要ｒあぜｓ考えぜ。地域ｓｙ円滑ｕ連携ｙ実現ｖｚ，校

長ｙ果たす役割ｚ大Ｒい。 

充実した活動Ｑ，環境や福祉ｖ対すぜ豊Ｐｕ感性ｓ主体

的ｕ実践力を育つｋ時，本校ｙ最大ｙ課題ｒあぜ学力ｓ自

己有用感ｙ向上こ育まそぜこｙｓ信ｃｑいぜ。 
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ま研究領域み  Ⅴ 教育課題   

第１３分科会  連携・接続 

ま研究課題み  家庭・地域等とｙ連携ｙと異校種間ｙ接続ｙ推進 

ま視点み             ① 家庭・地域等と連携ｂた開かれた学校づくりｙ推進 

                   提案者  飯能市立西川小学校長  佐  國     勝 

１ ｚじめに 

 現在，我Ｑ国ｚ世界初ｙ超高齢化社会を迎え，様々ｕ課題

ｖ直面しｑいぜ。ｓせわけ人口減少ｓ少子化，消滅可能性都

市ｕｔ飯能市ｖＯいｑこ課題ｙ一ｏｓｕｎｑいぜ。子ｔこた

ちをげＵぜ問題ｓしｑｚ，青少年ｙ犯罪，いｃげや不登校ｕ

ｔＱ見ずそ，そｙ背景ｖｚ家庭ｙ教育力ｙ低下ｓ共ｖ地域ｖ

ＯけぜｏｕＱせｙ希薄化等Ｑ指摘さそｑいぜ。 

 飯能市ｚ，埼玉県ｙ南西部ｖ位置し，県内 3番目ｙ広さｒ，

地形ｚ山地，丘陵地，台地ｖ分Ｐそぜ。都心Ｐず約 50ｋｍ圏

内ｖ位置し，交通アクセスこ良好ｕ環境ｖあせｕＱず，緑ｓ

清流ｓいう自然ｖ恵まそた場所Ｑあせ，小学校 14 校こ地域

ｖすせそそｉそｖ特徴Ｑ見ずそぜ。 

＊ 研究ｙｘらい 

飯能市ｒｚ，地域ｙ実情ｖ合わせｑ，学校応援団を組織し，

地域Ｐずｙ理解や協力，支援を得ぜｋけｒｕく，地域ｖ貢献

すぜ学校ｓしｑ，継続的，双方向的ｕ連携を推進しｑいぜ。

本研究ｒｚ，飯能市ｙ学校応援団ｖｏいｑｙアンケートや事

例Ｐず，学校ｓ地域ｓｙ連携ｙ現状を共通理解し，校長ｙ果

たすべＲ役割ｓ指導性ｙあせ方を明ずＰｖしｑいく。 

３ 研究ｙ内容 

へ＆ほ飯能市ｙ学校・地域等ｙ連携ｙ現状ｖｏいｑ 

 市内 14 校ｙ小学校へｙアンケート結果へH.27.2.1 現在ほ

Ｐず現状を知ぜ。 

 穎 る学校応援コーディネーターれＱいぜこｓｖすｎｑ，ｔ 

   ｙすうｕ効果Ｑあぜｓ考えずそぜＰ。 

 ・地域ｖ通ｃｑいぜｙｒ，ボランティアｓｙ調整Ｑすせ円 

  滑ｖ行わそｑいぜ。              100%                             

・教職員ｙ多くＱ異動した場合や活動ｙ中心メンバーＱい 

  ｕくｕｎた場合ｖこコーディネーターＱ調整すぜｙｒ，

学校応援団ｙ活動Ｑ継続的ｖ行えぜ。 71% 

頴 学校応援団ｙ活動内容ｓ実施回数ｖｏいｑ 

    ・学習活動  467回 

    ・安心安全 2,310回 

    ・環境整備 151回 

    ・体験活動     99回 

       ・部活動等 101回 

    ・生徒指導 2回 

    ・学校フばーム 62回 

    ・そｙ他 22回 

＜主ｕ学習活動支援＞ 

・郷土芸能や伝統行事，昔遊びｙ指導者 

・読ぐ聞Ｐせ  ・農業体験活動支援 

・授業ゲストティーチャー 

＜主ｕ安心・安全確保へｙ支援＞ 

・登下校時ｙ児童生徒へｙ付Ｒ添いや安全確保 

・あいさｏ運動や声Ｐけ運動  

英 地域人材活用ｙ成果ｓしｑ考えずそぜこｓｚ何Ｐ。 

  ・児童ｙ多様ｕ体験や経験ｙ増加        86% 

・児童ｙ意欲化                71% 

  ・専門的ｕ知識や技術ｙ活用ｖすぜ興味・関心ｙ高ませ 

                                   71％ 

  ・交流ｖすせあいさｏをすぜｕｔｙる社会性れｙ育成 

                                  57% 

  ・授業ｙ質ｙ向上                   50% 

  ・教師ｙる地域人材れ活用ｙすさｙ理解        50% 

衛 学校ｓ家庭・地域ｓｙ連携ｙ成果ｓしｑ考えずそぜ

こｓｚ何Ｐ。 

  ・連帯感Ｑ高まぜ                  93%  
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  ・保護者や地域ｙ学校へｙ信頼             79% 

  ・応援団ｙ方々ｙ生ＲＱいややせＱい          71% 

  ・教師Ｑ子ｔこを地域Ｕぜぐｒ育ｑｑいぜｓいう意識を

こｏ                           57% 

へ＊ほ各校ｙ推進的ｕ取組ｙ具体例 

穎 地域ｙ力を学校ｖ，多彩ｕ体験授業や自治会ｓ連動

した活動ｙ実施 ～双柳小学校～ 

＜活動ｙ概要＞ 

自治会ｙ推薦ｖ基ｐいｑコーディネーターを 

選任したせ，コーディネーター会議を毎月行ｎたせすぜ

こｓｒ，学校ｓ地域ｙ連携を円滑ｖしｑいぜ。 

＜成果ｖｏいｑ＞ 

  転入職員こ早く地域ｖｕｃげ，児童ｓ共ｖ地域を愛す

ぜ心Ｑ育ｏ。また，応援団Ｐずｚ学校へｙ支援を通しｑ，

児童Ｐず生ＲＱいや達成感をこずｎｑいぜｓｙ声Ｑあ

せ，双方向ｙ連携ＱｒＲｑいぜ。  

頴 地域ｖ根ａした活動ｒふぜさｓを愛すぜ心をｚＵ

くぐ，地域ｓ深い連携を深げ，共ｖ教育活動を行う。

～西川小学校～ 

＜活動ｙ概要＞ 

総合的ｕ学習を中心ｖ地域ｙ文化や地域ｙ人々ｙ様

子ｖｏいｑ，学校応援団ｙ方々をゲストティーチャーｖ

迎え学習すぜ。そそをこｓｖ，地域を見ｏげ直し，る西

川子ｔこ文化まｏせれｒ保護者・地域ｖ発表すぜ。 

 

＜成果ｖｏいｑ＞ 

   教師こ地域を見ｏげぜこｓｒ，

地域ｙすさを知せ，地域ｓ共ｖ

児童を育ｑｑいこうｓいう意欲

Ｑ大いｖわく。また，地域ｙ方々

ｚ，少ｕい人数ｕＱずこ全力を

出しｑいぜ児童ｙ姿を見ｑ，元

気をこずうｕｔ，双方向ｙ連携ＱｒＲｑいぜ。 

  § 考察 

   飯能市ｚ，児童数Ｑ 600人を超えぜ学校こあそぁ，30

人ｖ満たｕい完全複式ｙ学校こあぜ。そｙ全学校ｖ設置

さそｑいぜ学校応援団を活用した教育活動ｚ，そｙ学校

ｙ特色あぜ教育活動ｙ一ｏｓｕｎｑいぜｓこぞＱ多い。

大規模校ｒｚ，地域ｖ多種多様ｕ考えＱあぜたげ，学校

応援団ｕｔｙ組織を活用すぜこｓｒ，地域全体ｖ学校経

営方針を浸透させ，組織的ｕ活動を進げｑいく。小規模

校ｒｚ，機動性を生Ｐしｑ，地域ｖ出向Ｒ，学校ｙ元気

を地域ｖ発信しｑいく。そしｑ，教職員Ｑ，学校経営方

針ｙこｓ，学校応援団組織を活用し，地域ｖ入せ込ぐ，

溶け込ぐｕＱず，児童ｖ合ｎた教育活動を展開すぜ学校

経営ｖｏｕＷｑいＲたいこｙｒあぜ。 

☆ 研究ｙまとめ 

飯能市ｙ教育目標ｚる地域を愛し，夢や希望をこち明

ぜく元気ｖ学び実践すぜ人ｐくせれｒあぜ。学校応援団

ｙ活用ｚ，まさｖこｙ目標ｙ具現化ｒあせ，校長ｙ使命

ｒあぜ。地域ｓｓこｖふぜさｓｖ対すぜ愛情を深げ，るこ

ｙ地ｒ子供を育ｑたい。れるこｙ学校ｖ通わせたい。れｓ

いう学校ｐくせＱ人口減少ｖ歯止げをＰけ，地域活性化

ｖこｏｕＱぜこｙｓ考えぜ。今後こ飯能市小学校長会ｒ

ｚ，家庭・地域ｓ連携した学校ｐくせを行ｎｑいく。 
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１ ｚじめに 

 今日，児童生徒を取せ巻く社会的環境Ｑ変化すぜ中，

学校ｒｚいｃげや不登校，学習意欲ｙ低下ｕｔｙ課題

Ｑ指摘さそｑいぜ。平成 17年中教審答申ｒる学校種間

ｙ連携・接続を改善すぜ仕組ｖｏいｑ，十分検討すぜ

必要Ｑあぜ。れｓｙ提言Ｑｕさそた。また，平成 19 年

ｖ改正さそた学校教育法ｒｚ，新たｖ義務教育９年間

ｒｙ目標Ｑ定げずそた。 

 こそずｙ背景を受けｑ，川里中学校区４校ｒｚ，異

校(園)種間ｙ連携ｖすぜ保・小・中ｙ滑ずＰｕ接続ｖす

ぜ小＆プロブレムｓ中＆ぽャップｙ解消及び学力ｙ向

上をげａしｑ，小中一貫教育を推進しｑＲた。 

 

＊ 川里中学校区ｙ概要 

川里地域ｚ鴻巣市ｙ北東部ｖ位置し，星川へ見沼代

用水ほ，野通川，元荒川Ｑ流そぜ自然豊Ｐｕ農村地帯ｒ

あぜＱ，近年ｚ急速ｖ都市化ｙ影響を受けｑいぜ。特

産ｙ花卉ｙ栽培Ｑ盛つｒあぜ。 

＠ｏｙ小学校ｚ旧川里町ｖ属し，何そこ明治６年を

発祥ｓすぜ。＠小学校ｙ児童ｚ一部を除ＲすべｑＱ川

里中学校へ進学すぜ。川里中学校区ｙ学校ｙ概要ｚ左

表ｙ通せｒあぜ。 

平成 26～29年度，

川里中学校区ｙ４校

Ｑ文部科学省すせ

る英語教育強化地域

拠点事業れを委託さ

そｑいぜ。 

 

３ 研究ｙ概要   

(１) 川里中学校区小中一貫教育ｙあゆみ 

ん平成 23～25年度ゐ 

埼玉県教委委嘱る小中一貫教育推進モデル事業れ 

ん平成 26年度ゐ 

 鴻巣市教委る小中一貫教育推進教育モデル中学校区れ 

ん平成 26～29年度ゐ 

文部科学省委託る英語教育強化地域拠点事業れ 

平成 27年度ｙ小中一貫教育ｙ推進ｚ，スクラップ 

＆ビルゥｙ方針ｙ下，継続しｑいぜ。同時ｖこそまｒ

ｙ研究ｙ素地を活Ｐしｑ，小中ｙ系統的ｕ英語教育ｖ

こ取せ組つｒいぜ。キーワーゥｚ，小学校ｒｚ英語教

育ｙ早期化ｓ教科化，中学校ｚ高度化ｒあぜ。 

(＊) 研究ｙ基本方針へテーマとｘらいほ 

 

 

 

 

 

 

(３) 取組ｙ内容 

穎 小・中ｙ連携 

ば ＠小学校６年生合同学習会ん写真＆ゐ 

年ｖ＠回，＠小ｙ６年生Ｑ川里中学校ｒ，小・

中教員Ｔ・Ｔｙ授業を受けぜ。英語こ実施。学級

編制ｚ＠校混成ｙ＠クラス。登下校ｚ，中学生ｓ

一緒ｖ行う。今年度Ｐず，中学校ｙ給食を提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ん写真＆ゐ 

ィ 運動会・体育祭へｙ相互参加ん写真＊ゐ 

3小学校６年生ｓ川里中吹奏楽部Ｑ，そそｉそ 

相互参加をすぜ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん写真＊ゐ 

 

表―＆ 川里中学校区(H27) 

校 名   

項目 

児童数 学級数 

屈巣小学校 208名 8学級 

共和小学校 114名 6学級 

広田小学校 216名 9学級 

川里中学校 231名 8学級 

ま研究領域み   Ⅴ 教育課題 

第 13分科会  連携・接続 

ま研究課題み  家庭・地域等とｙ連携と異校種間ｙ接続ｙ推進 

ま視点み 

②異校種間ｙ学びｙ連続性を重視ｂた取組ｙ推進 

提案者  鴻巣市立屈巣小学校長  笹 尾    徹 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


 

― 79 ― 

 

ぴ 川中イントロダクション 

６年生Ｑ，キャテア教育ｙ授業ｙ中ｒ，中学校

生活ｖｏいｑ中学生ｖ直接インタビューをすぜ。 

ェ 中学生ｙ母校ｒｙあいさｏ運動 

  中学生Ｑ年ｖ＆週間ｅｏ＠回，出身小学校ｖ出

向いｑ，小学生ｖあいさｏｙ手本を示す。 

 ォ ６年生ｙ部活動体験 

第＠回目ｙ合同学習会ｙｓＲｖ，６年生Ｑ希望

すぜ部活動を中学生ｓ一緒ｖ体験すぜ。              

 カ ４小中学校教職員合同研修会 

主ｖ夏季休業中ｖ開催すぜ。昨年度Ｐずｚ，新

たｖ英語科ｖｏいｑｙ研修こ実施しｑいぜ。 

キ そｙ他ｙ取組 

  ・小中合同の英語科授業研究会 

  ・小中のつなＱせのある英語科教育課程の編成  

  ・夏休みの補習での中学生の参加・指導補助 

   ・る川里の子ｔもたち＆＃の約束・振せ返せカードれ 

  ・９年間を見通した教科系統表の作成ほか 

頴 保・小・中ｙ連携 

ば 保・小交流会ん写真５ゐ 

保育園児ｓ 1年生Ｑ遊びを通しｑ交流し，保ｓ

小ｙ円滑ｕ接続を目指しｑいぜ。 

 

 

 

 

 

 

 

         ん写真５ゐ 

ィ そｙ他ｙ取組 

 ・中学生ｙ保育園訪問へ社会体験事業ほ 

 ・保・小・中教職員連絡会 

英 小・中・家庭・地域ｙ連携 

 ば 小中一貫教育推進連絡協議会 

家庭・地域・学校Ｑ一体ｓｕｎｑ，川里ｙ子ｔ

こたちを育成すぜ。メンバーｚ各校ｙ校長，教務

主任，ＰＴＡ会長ｓ学校評議員代表，保育園所長，

担当指導主事ｒ構成すぜ。年＠回ｙ開催。 

ィ 地域ｙ行事へｙ参加 

Ｐわさｓフェスティバルをｚｃげ多くｙ地域ｙ

行事ｖ，児童生徒Ｑ参加・協力をすぜ。  

 ぴ そｙ他ｙ取組 

  ・年＠回ｙる小中一貫教育ｋすせれｙ発行 

・る小中一貫教育テーフレットれｙ作成，配付 

 衛 小・小ｙ連携 

５年生＠校合同林間学校や，＠校合同全学年る計

算＆漢字名人テストれを実施しｑいぜ。 

(§) 成果と課題 

穎 成果穎ｓ考察 

 

 

 

 

 

 

 

中学校入学前ｖ抱いｑいた中学校生活へｙ不安

ｚ，＠校合同学習会，部活動体験，体育祭へｙ参

加，＠校合同林間学校等を体験したこｓｒ軽減さ

そ，安心しｑ中学校へ入学ｒＲたこｓＱわＰぜ。 

頴 成果頴ｓ考察 

 

 

 

 

 

 

 

研究ｖ取せ組つｋ 23年度すせ好結果Ｑ見ずそ，

特ｖ毎年 1年生ｙ不登校ｚ大変少ｕい。27年度ｙ

1年生ｙ不登校ｚ，○月 17日現在ゼロｒあぜ。 

英 成果英ｓ考察へ全国学力・学習状況調査Ｐずほ 

 

 

 

 

 

 

 

全国平均ｓ比較しｑｙ＊年間ｙ伸びを算出。特 

ｖ国語Ａｓ数学※ｒ大Ｒｕ伸びＱぐずそ，小中一 

貫教育推進事業ｙ成果Ｑ現そｑいぜ。 

衛 課題 

ば 学校ｓ家庭・地域Ｑすせ一体ｓｕｎた連携・協 

力ｙたげｙ啓発・広報活動。 

ィ 英語科ｖＯけぜ５年間へ小５～中＠ほを見通し 

た教育課程ｙ編成ｓ系統的ｕ指導。 
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