
平成２７年度 福生市立福生第六小学校 学校評価書総括表

学校自己評価総括 ⇒ ⇒ 改 善 策 学校関係者評価総括 ⇒ ⇒ 改善策 総括評価

(1)児童一人一人の「確かな学力」の定着に重点を置くとともに「豊かな心」を ①「確かな学力」の定着 (1)｢確かな学力｣の定着･｢豊か (1)学力向上のチャレンジタイム ・「確かな学力」の定着は本
福 はぐくみ地域・保護者から信頼される学校づくりを行う。 ・学力向上策（かめタイム）を実施しながら発展させ重層的・継続 な心｣の醸成 を継続深化させ、さらに重層 校の重要課題である。
生 ①学力等の調査結果について 的な学習指導、補習指導を展開した。 大変よい８０１% 的・継続的な学習指導、補習 かめタイムの取組は計画的
第 （ｱ）・「確かな学力」の育成は本校の大きな課題である。人権尊重教育推進校 ・課題解決的な学習や言語活動の充実等を重視し、学ぶ意欲や思 概ねよい２０% 指導、家庭学習指導等の取り ・組織的には展開できた。
六 の指定を受け、その取組のひとつの柱として児童の学力向上を掲げた。 考力・判断力・表現力・創造力を育成した。 もう少し ０% 組みを展開する。 ・次年度はこの取組をさらに
小 ②主幹教諭２名の異動配置を受け、学力向上策の具体化と組織運営の正常化・ ・学びや学力への関心を高め家庭と連携た学習の習慣化を図った。 大幅な改 ０% ・ベーシックドリルの活用を図 深め、児童の学びを総合的に
学 活性化を推進し成果を挙げた。 ②「豊かな心」の育成 善を要す り児童の学力全体を継続的に 見直す体制を構築する。
校 （ｲ）振替休業なしの土曜日授業の設定と、教科読み替えをなくした運動会、学 ・「あいさつのひびき合う学校」を生活の重点目標とし、『あいさ ・保護者との連携を深め児童 捉え定着を図る。 ・６年間の学び、さらには小

芸会の練習時間設定を行った上で、余剰時数の確保を行う。 つ運動』を通して定着を図る。 の学習意欲を高めてほしい。 ・家庭と連携し、家庭学習の習 学校から中学校まで９年間の
（ｳ）市教育研究会研究授業5人実施。市教育研究会参加率：95.7% ・生活指導朝会・生活指導全体会での共通理解や支援チームとの連 ・行事によって、思いやりの 慣定着の指導を行う。また、 学びを見通し、小学校６年間
（ｴ）算数少人数授業において、習熟度別 ８５%実施、課題別学習は９%実施。 携を図り、全教職員体制で指導にあたる。 心が培われていると感じる。 補充学習など児童個々の状況 の学びや成長・発達から指導
（ｵ）学習指導補助員:1～3年生の週20時間に入った。学習規範についての指導 ・不登校児童の予防・解消をめざし、関係機関と連携のもと、効果 ・挨拶運動などにより｢あいさ に合わせた指導を更に進める。 の在り方を改善する。

も少なからず必要であり、課題となっている。 的な支援を行う。 つのひびきあう学校｣の取り ・これまでのＯＪＴ研修の成果 ・内容としては授業に臨む姿
（ｶ）管理職による各教員への授業観察・面談を年3回実施。授業のあり方、指 ・児童の規範意識を高めるために、生活指導部を中心とする組織指 組みが成果として見られる。 を生かし２６年度の研修・研 勢、ルールやマナー等、学習

導方法などについて指導・助言を行い、授業力向上を図った。また、初任 導体制を採り学校全体で一貫性のある指導を進めていく。 ・地域の生活の中での子ども 究体制を継続深化する。 態度を身につけさせる指導を
者指導は随時行った。 ③「健康な心身」を培う たちの言葉遣いが心配。家 ・「豊かな心」の醸成について 実践する。

②問題行動や配慮を要する児童への組織的支援 ・体力向上の取組を進め体育活動・健康教育・食育を充実させ日常 庭地域でも言葉遣いや人権 は、『あいさつ・言葉遣いプ ・「豊かな心」や「自己肯定
（ｱ）週1回の生活指導朝会、年3回の生活指導全体会､支援会で情報の共有化を 活動との融合を図り基礎的な体力を培う。 意識の教育をする必要があ ロジェクト』を継続発展させ、 感」「人権感覚」など重点を

図り組織としての共通の対応を実践し、どの学級も落ち着きを見せた。 ・スポーツテストを活用し体力や心身の成長・発達について正しい る。 分掌横断的・重層的・継続的 置くべき課題である。児童の
（ｲ）定期的な支援会議を開き、外部機関との連携を図りつつ組織的に対応した。。 理解を深め、健康な生活を送ろうとする児 童を育成する。 な取組みを進める。 情緒の安定を保ち、思いやり

の心をもって学校生活を送る
(2)特色ある教育活動をさらに展開する。 (2)音楽活動、児童集会活動、地域・保護者と連携した行事等、 (2)「特色ある教育活動」の ・児童の規範意識を高めるため ために、生活指導部や支援チ
①環境・福祉教育を推進する。 特色ある教育活動をさらに展開する。 展開 道徳的な心情・態度、判断・ ームを中心とした校内組織を
（ｱ）環境に関する教育 5年生：CO2削減の取り組み 行動力の向上をめざし一貫し 十分機能させながら指導を行
（ｲ）福祉に関する教育 4年生：6時間実施（車いす ブラインドサッカー等） ・保護者・地域への情報発信を充実させる。 大変よい ８０．０% た指導を学校全体で進める。 ってきた。とりわけ、いじめ
②教員の英語授業力向上の研修を行うとともにＡＬＴの活用を行い、英語教育 ・保護者・地域の人材の支援を受け英語活動を深める。 概ねよい ２０．０% に対しては絶対あってはなら
を推進し、５・６年生 年間５０時間以上を実施し充実を進めた。 ・児童会を中心としたてわり班活動をさらに活用する。 もう少し ０% (2)特色ある教育活動について ない事を前提とし、児童の観

③「読書好きの児童」に育てる。 ・環境学習・福祉学習、読書への取り組み、たてわり班活動、音楽 大幅な改 ０% は、六小祭り、たてわり班活 察、情報の共有、聞き取りや
（ｱ）読書タイム月間を6・11・2月に実施。朝の１５分間読書活動。 活動を推進する。 善を要す 動等の異学年交流活動を更に アンケートなどによる実態把
（ｲ）図書ボランティアによる図書整備。のべ３３回 約１００名。 ・保護者・地域へ特色ある教育活動を理解していただくために広報 ・六小祭りは、自主性や協調 進め、本校の特色として発展 握を継続的に行いながら防止
④指導計画に基づき年間９回のたてわり集会・児童集会を行った。 活動を推進する。 性を培える行事である。 させる。 に努めた。
行事ごとの意義の理解や意欲の高揚、体力向上の取り組みを実施した。 ・地域の方々に、さらに学校教育の場面に積極的に関わっていただ ・さらに地域・保護者の参加 ・あいさつ言葉遣いに関して

⑤施設・設備の有効活用 ける組織を整えていく。 を促すと良い。 は重点化し継続的に取り組ん
（ｱ）かめのこレストランを活用した、異学年交流給食の実施。 ・音楽によるまちづくりコン でいるが多面的・重層的な指
（ｲ）かめのこ談話室：ふっさっ子の広場、外部講師による授業の実施。 サートは地域保護者の期待 導は不十分。次年度はこの反
⑥音楽のまちづくりに向けて、授業や音楽クラブを中心とした音楽活動を推進する。 や子どもたちの意欲が高く 省を踏まえ新たな組織的な取
３月１２日、『まちづくりコンサート』に出演。 今後もぜひ続けてほしい。 り組みを展開する。

・内容としてはあいさつ・言
(3)「地域や保護者に開かれた学校づくり」を一層推進する。 (3)「信頼される学校」づくり (3)「信頼される学校」づくりに 葉遣いに関し道徳・国語・特
①地域人材の有効活用 (3)「地域や保護者に開かれた学校づくり」を一層推進する。 大変よい ２０% ついては、地域・保護者の方 別活動などと連携し保護者地
（ｱ）ゲストティーチャーを招いての授業（のべ人数） 概ねよい ６０% 々に、より一層、学校の様子 域を巻き込んだ総合的な取り
１年生：７名 ２年生：１１名 ３年生：２０名 ４年生：１５名 ・学校公開や授業参観は、次年度もさらに充実させる。 もう少し ２０% を見ていただく機会を増やす。 組みを行う。
５年生：７名 ６年生：７名 計６７名 ・道徳授業地区公開講座やセーフティー教室については、前後の行 大幅な改 ０% ※土曜日の学校公開は年間３回 ・児童の安定した学校生活を

（ｲ）３年生で取り組んだ地域安全マップづくりは、多数のゲストティーチャーを 事計画の調整や内容の工夫により保護者や地域の方の参加率を上 善を要す ・そのほか道徳授業地区公開講 守るために、家庭への支援も
招いて行われ、安全教育の充実はもとより、地域の方々への感謝の気持ち げる。 座、展覧会、ＰＴＡ総会の際 積極的に行う。関係機関を効
や子どもを見守る意識をもつことなどにもつながった。 ・もっと積極的な情報発信を も土曜学校公開を実施する。 果的に活用し、連携や協力態

（ｳ）地域の方々の協力により児童の登校見守りを行った。 ・地域安全マップづくりは、多数のゲストティーチャーを招いて行 進めてほしい。子どもたち ・コミュニティースクールの実 勢を更に推進する。
②学校公開、学校行事、道徳授業地区公開講座 い、安全教育の充実はもとより、地域の方々への感謝の気持ちや の良さを知らせてほしい。 施に向け、地域の理解と協力
（ｱ）学校公開、土曜参観等に来校した保護者延べ約 ２５００名をみた 子どもを見守る意識の向上につなげる。 ・地域は人材の宝庫、その方 を得ながら準備検討委員会を ◆学校関係者からは、客観的

ＰＴＡかめのこ親子祭りは、保護者・地域の方々の多く協力があり、充実 々方に協力を仰ぎ、学校教 設置し検討協議を行う。 な視点で改善に向けての様々
した催し物となり、健全育成への協力としても大きな成果となった。 ・年度初め、年度終わりの学校経営説明会、学校経営報告会には、 育に生かせる機会を設け、 なご意見をいただいた。地域

（ｲ）道徳授業地区公開講座の参加率が保護者を中心に増えた。（約８０名） 保護者の関心を高め、参加者の増加を期する。 地域との協力関係、信頼関 ・ＰＴＡ主催の「かめのこ親子 からの支援や協力をいただけ
③ホームページ及び緊急メールの充実を図る。 係をさらに築いて欲しい。。 祭り」は、協力関係、信頼関 るように、日常的な情報交換
（ｱ）ホームページの管理は組織的に行われた。 ・通知表については電子データ化を生かし、さらに通知表を保護者 係を深める絶好の機会と捉え によって連携を図っていく。
（ｲ）緊急メール隊、児童数の９０．７％登録。昨年度比約５％の増加となっ に理解いただけるよう、補助資料や相談体制等の整備を進めるな ・私たちももっと学校に出向 学校からも積極的に関わって
た。風水害による対応、不審者情報、学級閉鎖の連絡などに活用した。 かで十分な情報提供の工夫を行う。 き子どもたちの良さをたく いく。 ◆コミュニティースクール化

※保護者アンケートの結果では、「教育方針や教育活動を知らせていくこと。」 さん見ないと…。 についても前向きかつ積極的
肯定評価９２．２%「保護者との連絡や相談を適切に行うこと」については、 (4)「教職員の研究・研修・服務」 なご意見をいただいている。
肯定評価９１．１%であった。 については、若手教員の育成

※「通知表は、子どもの学習状況がよくわかるようになっていると思いますか。」 とベテラン驚異の意識改革を ◆めざす学校像を『みんなの
に関して８７．４%の方から肯定的評価をいただいた。 めざし、ＯＪＴ・ＯＦＦ－Ｊ 笑顔が輝く学校』『地域の風

Ｔを十分機能させながら取り が行き交う学校』－「子ども
(4)教職員の指導・育成 (4)教職員の指導・育成 (4)「教職員」の研修・服務 組む。 にとって、達成感を持てる楽
①授業力等の向上を図る ・校内ＯＪＴを活用しベテラン教員の指導力や若手教員の資質・能 大変よい ５０% しい学校」「保護者にとって、
（ｱ）授業観察を行い､授業のあり方等の指導･助言を年３回実施した。 力の向上を図る。 概ねよい ５０% ・企画調整会（主任会）を定例 安心して任せられ協力したく
（ｲ）校内研究授業7回､市教研参加率95.7%､ 教員の外部研修のべ８２コマ参加。 ・校長－副校長－主幹教諭－主任教諭のライン機能を活かした組織 もう少し ０% 化し、経営参画意識を徐々に なる学校」「地域にとって、
①校務分掌等の活性化を図る。 をさらに徹底し、主幹主任層の経営参画意欲を高める。 大幅な改 ０% 高めることができた。今後さ 関心を持って積極的に関わり
（ｱ）企画調整会の運営や深めし、学校経営の正常化を推進。 ・企画調整会議、職員会議の正常化を定着させ、教員の経営参画意 善を要す らに徹底定着を推進する。 たくなる学校」「教職員にと
（ｲ）ホームページの担当を決め定期的な更新ができてきた。 識の改革を進める。 ・教員がまとまっておいる。 ・２７年度は分掌横断的な課題 って生き甲斐と自信をもって
（ｳ）特別支援教育コーディネーターを複数配置し、関係機関との連携を強化。 ・平成２８年度東京都人権尊重教育推進校の取組みを進め、校内研 ・若い先生が多く、明るく研 別の組織を編成し、その活用 働ける学校」とし、「夢と希
課題把握と解決へのスピードが格段にアップした。 究を充実させ、子どもの人権意識の向上を確かなものとする。 修意欲も高い。 を図りながら児童・学校の課 望」にあふれる魅力ある学校

③主幹・管理職候補者等の育成を図る。（ｱ）主任教諭を４名受験し３名合格。 ・服務事故を未然に防止するために、日常的な啓発と具体的場面に ・なれ合い甘え合いは避けた 題に迅速・的確かつ効果的に 作りを推進していく。
次年度昇任 制度の意義を伝え、主任教諭、主幹教諭の育成に努める。 即した事例を活用して研修を行い、教職員の危機意識と当事者意 い。 （見える化を図りつつ）取り

④服務規律の徹底を図る。 識を高める。 ・全体で支える取組が大切。 組む。
（ｱ）週案・年間時間割・実施状況調査は100％実施。（ｲ）服務事故防止研修を ・服装、言葉遣いなどは指導 ・職員会議の精選と企画調整会
7月、12月及び３月に実施。体罰、セクハラ、交通事故、会計事故等の防止に向 の成果が見られる。 議を中心とした学校経営。
けて指導を行った。次年度以降も継続して指導を行う。 ・主任層のボトムアップの企画

を増やす・活かす組織体制。




