
 

 

平成２８年度 学校評価書 

平成２９年３月３日 

 福生市教育委員会 殿 

 

福生市立福生第六小学校 

校長 猿 田 恵 一印 

 

１ 今年度（平成２８年度）の学校の重点的な取り組み 

（１）人権尊重を基本とした教育活動の充実を図り、規範意識に支えられた｢生きる力｣と｢豊かな

心｣をもつ、人権を大切にする児童を育成する学校づくりを行った。 

  ①安全な登下校の定着、安全な地域生活を送るための資質・能力・態度の育成・徹底と校内の    

安全環境整備を行う。     

 ・通学路の歩き方の指導の徹底と下校後の安全な生活の指導徹底、地域・家庭への啓発、保護  

者による登下校見守り活動の発展を進める。 

 ・校内生活の安全確保を推進する。（廊下歩行、雨天時の生活、危険察知能力向上等） 

 ・セーフティー教室、情報教育モラル教育の充実、薬物乱用防止教室等の実施 

 ②学習に意欲と興味・関心をいだき、学ぶことに価値を見出す児童を育成する。 

 ・算数少人数授業においては、習熟度別授業を確実に実施するとともに、学力向上の取組を通

して児童一人一人の基礎学力の維持向上に取り組む。 

 ・学習指導補助員を有効に活用し、個に応じた学習を展開する。 

 ・管理職による授業観察・面談を通して、教師の授業力を向上させる。 

  ③都人権尊重教育推進校推進校の指定を受け、児童の自己肯定感の向上を基礎として、意欲・  

学力の向上、望ましい友達関係の構築、身近な人権課題の理解と判断力の向上の柱を立て、  

実践と研究を推進する。 

 ④児童の体力、運動能力向上への意欲・関心を高め、自らの健康への意識を高め、維持してい

こうとする児童を育成する。 

 ⑤外国語・英語活動充実を図る。そのため教員の英語授業の研修を進めるとともに児童の総合  

的な英語力の向上の取組を推進する。 

 ⑥児童の学校適応を推進する。 

 ・支援チーム（特別支援教育校内委員会）を有機的に機能させ、課題をかかえる児童や配慮を  

要する児童への対応・支援を組織的に行い、いじめや不登校児童の解消、改善を図る。 

 ⑦土曜日授業の設定と、運動会、学芸会の練習時間（行事時間として確保）設定を行った上で、

余剰時数の確保を確実に行う。 

 ⑧校内研究、市教育研究会、都の研修、市の研修への意欲的、主体的な取組を通して、授業力

の向上を図る。 



 

 

（２）特色ある教育活動をさらに推進し深化を図る。 

 ①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、英語教育を推進すること。 

・５・６年生：外国語活動３５時間＋総合的な学習の時間１５時間 ５０時間以上を実施。 ②

②「読書好きな児童」を育てる。 

 ・読書タイムの設定を行う。（６月・１１月・２月の３回と毎週木曜日の朝の１０分間読書） 

 ③環境教育・福祉教育を推進する。 

 ・生活科や総合的な学習の時間の中で、福祉に対する理解を深め、自然を愛する心、環境保全

に努める心などを学ばせる。 

・１・２年生 多摩川における自然体験学習  

 ・４年生：福祉に関する学習（アイマスク、車いす体験点字体験等）ヤマメの卵の孵化と放流 

 ・５年生：CO2 削減の取り組み１週間実施 

 ・６年生：薬物乱用防止教室、喫煙予防教室を４時間実施 

 ④たてわり班活動を充実させ、児童の自律的な活動力、コミュニケーション能力の育成を図る。 

⑤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。平成２９  

年３月１１日、『音楽によるまちづくりコンサート』に出演。 

（３)「地域や保護者に開かれた学校づくり」を一層推進する。 

 ①コミュニティ・スクールを支える組織を立ち上げ、実施の準備を推進するとともに地域人材

の活用を図る。 

 ・総合的な学習の時間、生活科、社会科、学校・学級行事などに積極的な参加を推進する。 

 ②授業参観・保護者会、学校公開、道徳授業地区公開講座など学校行事に保護者・地域の方に

積極的に来校していただく。 

（４)教職員の指導・育成について 

 ①授業力の向上を図る。 

 ・ＯＪＴを計画的に推進し、教員の課題や特性に応じた授業力向上の課題を設定し、計画的に

授業観察・面談を行い、個別に授業を指導し、個々の教員の授業力の向上を図る。 

・校内研究・市教研・都・市研修への積極的な参加を推進し、教員の授業力を高める。 

 ②校務分掌等の活性化を図る。 

・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の構築を促進し、経営参画

意欲を高める。 

・企画調整会議、職員会議の正常化を達成し、教員の経営参画意識の改革をさらに進める。 

・校務分掌の各組織が組織として機能するよう指導していくとともに分掌組織そのもののＯ   

ＪＴ機能を推進する。 

 ③主幹・管理職候補者等の育成を図る。 

 ・中堅・ベテラン教員に積極的に働きかけを行い、校務参画意識を高めるとともに、人材発掘 

を進め、次世代を担う若手教員の育成と意識改革を推進し、管理職への意欲を喚起する。 

・副校長への職務指導を強め、管理職としての自覚を更に高める。 



 

 

④服務規律の徹底を図る。 

 ・週案、年間時間割、実施状況調査の１００％実施を推進する。 

・服務事故事例の周知等による未然防止の意識を高める。特に、交通事故、情報漏洩にからむ

服務事故防止研修を行う。（校長・副校長による研修を年３回以上実施） 

 

２ 自己評価の総括 

（１）『人権尊重を基本とした教育活動の充実を図り、規範意識に支えられた｢生きる力｣と｢豊か

な心｣をもつ、人権を大切にする児童を育成する学校づくりを行う』 

  ①学力等の調査結果についておよび具体的な学力向上策およびその成果について 

 ・「確かな学力」の育成は本校の大きな課題である。人権尊重の基盤は学力向上であると考え、  

教員の授業力の向上、児童の学力向上を推進した。 

 ・校内研究授業１２回実施、うち５回は講師を招聘。日常の授業改善や運動の日常化へと結び 

ついた。児童の学力も向上の傾向を見せている。 

  ・市教育研究会研究授業を５名の教員が実施した。 

  ・算数少人数授業において、習熟度別８５％以上実施、課題別学習は９％の実施率。(他は一斉) 

・学習指導補助員:１～３年生に週２０時間程度。学習規範についての指導が課題となる学級も   

見られた。 

  ・管理職による各教員への授業観察・面談を年３回＋α回（日常の１０分～１５分程度の短 

間の教室訪問）実施。授業のあり方、指導方法などについて指導・助言を行い、授業力向上 

を目指した。また、若手教員に対する指導を随時行った。管理職及び教員がＴ２として授業 

に入り指導を行った。 

 ・特に算数の学力維持向上のため、教務部に『学力向上推進担当』を設け、本校の学力向上策 

の柱である『かめタイム』の有効な実施活用に向け取組を進めた。 

 ・その結果として算数の基礎学力、漢字力の向上や学習意欲の高まりが見られ、また、保護者 

からは『学校の学力向上の取組がよく分かり、家庭で何をすればよいかが理解できた』等 

のご意見をいただいた。一方東京ベーシックドリルをクリアする児童の学力向上のための個

別化・個性化等、個別の指導の充実が課題である。 

 ②問題行動や配慮を要する児童への組織的支援 

 ・週 1回の生活指導朝会、年 3回の生活指導全体会で、情報の共有化を図るとともに、共有情

報に従ってチームとしての共通の対応・取組を実践し、どの学級も落ち着きを見せた。 

 ・大きな成果を見たが、一方で要支援児童への対応力のない（あるいは対応力を向上させる能 

力・意欲のない）教員は、学級の要支援児童を組織としての対応に（丸投げ）する傾向が見 

うけられ、教員の意欲・能力の有無の差を改めて課題とする必要があった。 

 ・定期的かつ臨機な支援会議を開き、外部機関（子ども家庭支援センター、ＳＳＷ、学習生活 

支援員、巡回相談員など）との連携を図りながら組織的に対応してきた。 

（２）特色ある教育活動の展開について 



 

 

 ①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、英語教育を推進する。 

   ・５・６年生 年間５０時間以上を実施 

 ②環境教育・福祉教育を推進する。 

   ・環境に関する教育 ４年生：水の学習や節電の取組 

   ・福祉に関する教育 ５年生: 福祉体験学習 ６時間実施 

 ③「読書好きの児童」に育てる。 

   ・読書タイム月間を６・１１・２月に実施。火・木・金の朝の１５分間読書活動。 

   ・図書ボランティアによる図書整備はのべ３７回。図書室の「読みたくなる」環境整備活動を 

実施。 

 ④指導計画に基づき、たてわりの集会を実施。その他、児童集会を行い、行事ごとの意義の理

解や意欲の高揚、体力向上の取組を実施した。 

⑤音楽のまちづくりに向けて音楽活動を推進した。 

・「特色ある教育活動を行っている」の設問に対して、保護者アンケートの結果では９６．４％

の方が肯定的な回答であった。昨年度と比べ１０ポイント以上の回答を得ることができた。

都教育委員会人権尊重教育の指定を受けた人権に関する研究発表や英語活動の充実が評価

されたものである。 

(3)「地域や保護者に開かれた学校づくり」の推進について 

 ①地域人材の有効活用 

    ・保護者による読み聞かせ、ゲストティーチャーをお招きしての授業（既述） 

    ・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招いて行われ、

安全教育の充実や、子どもを見守る意識などの向上に寄与した。 

・地域の方々の協力により、児童の登校見守りを年間通じて行っていただいた。安全面だけ

でなく、児童の様子等まで細かく見ていただき、有用な情報を多数いただいた。 

（かめの子パトロール隊の実施） 

②学校公開、学校行事、道徳授業地区公開講座 

・学校公開、土曜参観等に来校した保護者延べ総数 約２５００名     

・ＰＴＡかめの子親子祭りは、保護者・地域の方々の多く協力があり、充実した催し物とな

り健全育成への協力としても大きな成果となった。 

・道徳授業地区公開講座の協議会への参加率が保護者を中心に増えた。（約８０名） 

・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、関心の高い保護者の参加

が増え、総数２００名の参加を得た。 

 ③ホームページ及び緊急メール隊の充実を図る。 

・ホームページの管理は組織的に行われ、定期的な更新がなされるようになった。 

  ・緊急メール隊、児童数の９６．７％登録。昨年度比約８％の増加となった。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。 

・保護者アンケートの結果、調査１１項目中、１０項目は、最高９９．２％の『授業や行事



 

 

を参観する機会を設けている』を筆頭に、９２％以上の保護者が肯定評価をしてくださっ

ている。ただ、『通知表が子どもの学力や学習状況をわかりやすく伝えている』に関して

は、８９％が肯定的評価という状況である。それでも、昨年度と比較すると約２％弱の上

昇が見られた。 

この数値ではまだ不十分であり、さらに学校からの説明の機会を増やしていきたい。 

（４）職員の指導・育成について 

 ①授業力等の向上を図る 

    ・「児童に分かる授業づくり」に視点を定めて授業観察を行い､授業のあり方､指導法につい

て指導･助言を教員１人につき年間３回実施した。 

  ・学力向上推進プランの各教科共通の項目や内容を１枚にまとめ、週指導計画の記入に際し

てはそれらの項目を意図的に盛り込む指導を進めた。 

 ②校務分掌等の活性化を図る。 

 ・企画調整会（主任会）を学校運営の中心組織とし、主幹・主任教諭の経営参画意識を高め 

た。今年度は古井主幹教諭を校務統括主幹として位置付けた。また、中島主幹教諭は、次年

度以降の校務への貢献に強い意欲を見せている。 

  ・特別支援教育コーディネーターを複数名配置することにより関係機関との連携がよりスム

ーズになり、課題把握と解決へのスピードが格段にアップした。 

 ③主幹・管理職候補者等の育成を図る。 

    ・今後も制度の意義を根気強く伝え、主任教諭、主幹教諭の育成に努める。特に中島主幹教

諭は職務への意欲をもち、生活指導主任としての活躍が期待できる。 

 ④服務規律の徹底を図る。 

    ・３点セット（週案・年間時間割・実施状況調査）は、ほぼ１００％の実施。 

・服務事故防止研修を７月及び１２月、３月に実施。個人情報漏洩、体罰、セクハラ、交通

事故、会計事故、不正受給等の防止に向けて指導を行った。次年度以降も継続して指導を

行う。 

３ 自己評価に対する改善策 

（１）「豊かな心」を育み地域・保護者から信頼される学校づくりを行うともに、児童一人一人

の「確かな学力」の定着に重点を置くに関連して 

 ①「確かな学力」の定着 

   ○かめタイムの取組を行い、継続的な学習指導、補習指導、家庭学習指導を深める。 

    ・「学力向上を図るための調査」を分析し、各学年の到達すべき目標・課題を明確にし、授

業改善推進プランを作成する。要点や重点課題を端的に明確化し、教員個々の週指導計画

への活用を促し、分かる授業を工夫する。 

    ・自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力・創造力などの「確かな学力」の育成を目指し、

体験的な学習や問題解決的な学習、言語活動の充実等を重視する。 

  ・家庭と連携しながら家庭学習を定着させる指導を行う。また、補充学習に関しては教員個々



 

 

の差違をなくすためにシステムとしての取組による指導を更に進める。 

  ②「豊かな心」の育成 

    ○コミュニティ・スクールのシステムを活用し、地域・保護者を対象とした学校参画を積極

的に推進し、家庭、地域の協力・連携のもとで児童の安全確保、学力向上、豊かな体験活

動の充実等、児童の豊かな学びを実現する取組を推進する。 

・「あいさつのひびき合う学校」を生活指導の重点目標とし、児童会での具体的取組や全校

朝会、学級活動などさまざまな場で指導し定着を図る。 

    ・生活指導朝会・生活指導全体会での共通理解や共通実践を行うとともに支援チームとの連

携を図り、全教職員体制で指導にあたる。 

    ・不登校の未然防止を目指し、SC、SSW、子ども家庭支援センター等、関係機関との連携の

下、チームとしての取組を進め、具体的な効果のある支援を行う。 

  ・児童の規範意識を高め、いじめの撲滅や万引きの予防に努め、生活指導部を中心とする指

導体制を更に推進し、ぶれのない、一貫した指導を学校全体で進めていく。 

 ③「健康な心身」を培う 

・体育・健康教育・食育を充実させ基礎的な体力を培うとともに、スポーツテストなどを活

用し、体力や心身の成長・発達について正しい理解を深め、健康な生活を送ろうとする児

童を育成する。 

・安全教育推進校としての取組を深化・充実させ、児童の安全をつくり出そうとする意識、

安全に関する知識・技能・態度の向上を図る。 

（２）分かりやすい授業、音楽活動、集会活動、地域・保護者と連携したイベント等、特色ある  

教育活動を展開する。また、保護者・地域へ活動の様子を計画的・意図的に知らせる。 

    ・児童会の日常活動にも活用できるたてわり班の活動を計画する。 

  ・特色ある教育活動、『環境学習・福祉学習、読書、たてわり班活動、音楽活動、学力向上

の取組…等』をさらに周知する。また、コミュニティ・スクールのシステムを活用し、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けるような場づくり、環境

づくりを推進していく。 

（３）「地域や保護者に開かれた学校づくり」を一層推進する。 

  ・学校公開や授業参観を充実させる。（土曜授業・公開は９回を予定） 

  ・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向上させる。 

・通知表については、保護者にさらにご理解いただけるよう、補助資料や相談体制等の整備

を進めるなかで十分な情報提供の工夫を行う。 

（４）教職員の指導・育成 

  ・安全教育推進校進校として教職員の意識を高めるとともに、研修やＯＪＴを進める中、学

力向上・安全意識を高める教育活動の実践力を育成する。 

  ・ＯＪＴを通して主幹・主任層の意識改革を図り、教職員全体の資質・能力の向上を図る。 



 

 

    ・主幹教諭、主任教諭を生かした学校経営を行い、経営参画意欲を高める。 

    ・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識を高める。 

４ 学校関係者評価の総括 

 下表のように、４つの項目について、学校関係者による評価を受けた。 

学校経営計画の柱 大変良い 概ね良い もう少し 
大幅な改善

を要する 

①「確かな学力」の定着･｢豊かな心｣の醸成 ９０％ １０％   ０％   ０％ 

② 「特色ある教育活動」の展開 ９０％ １０％ ０％   ０％ 

③ 「信頼される学校」づくり ４０％ ４０％  ２０％   ０％ 

④ 「教職員」の研究・研修・服務 ５０％ ５０％   ０％   ０％ 

◎学校関係者からの自由意見 

・今年も道徳や人権の授業発表や英語の充実など様々な面で、取組を高めている。 

・かめパト隊の活動で、保護者や地域の安全に対する意識が高まっている。実施率の低下が気

がかりである。意識の向上の取組を進めたい。シルバーの方々も関心をもっている。 

・地域・保護者との連携やコミュニティ・スクールとして大きな期待をもっている。 

・地域の専門的な知識・技術等を有する方を招き教育に参加する機会をさらに工夫し、地域と

の協力関係、信頼関係を深めて欲しい。 

・六小祭りは子どもたちが企画し協力して実現させる中で、自主性・協調性、思いやりの心な

どを培うとても素晴らしい行事だと思う。かめの子親子まつりと共同開催が楽しみである。 

・学校公開や授業参観は保護者や地域の方が六小の子どもの姿を知っていただけるよい機会。

こうした機会をさらに増やしてほしい。 

・子どもたちがあいさつのできる子どもに育っているのは、指導の成果。これからも指導を。 

・校門で校長先生が毎朝、あいさつとともに子どもたちを迎えてくださり、温かい気持ちにな

ります。子どもがあいさつを交わすときは、はずかしそうですが生き生きとしています。 

・毎朝、交差点の交通整理をされている方と言葉を交わします。とてもありがたいです。 

・外部機関との連携がとれている。副校長先生をはじめとして、先生方が一人一人の子どもた

ちの課題を把握し支援にあたっていて信頼できる。 

・外部機関につながるケースについて、担任の先生とも積極的にお話ができたら、もっと連携

が深まると思う。 

５ 学校関係者評価に対する改善策 

  ・「確かな学力」の定着と向上については、継続して重点課題ととらえ、課題の共通理解のも

と、かめタイムの充実と授業改善・指導方法の工夫等を通して学力の向上を図る。 

  ・「豊かな心」の育成については、人権教育を柱とし、道徳、特別活動をはじめとして、日々

の学級経営、生活指導等を通して、周囲の人を思いやる心を育てる。また、生活規範・学習

規律について学級活動、道徳等の指導により児童の好ましい実践力を高めていく。 

  ・「特色ある教育活動」についてはコミュニティ・スクールを本校の特色として発展させる。 



 

 

・「信頼される学校」については、安全安心の取組をさらに深め、かめパト隊の取組の充実を

図るとともに、学校参画の機会を増やし、本校児童や本校の取組みのよさや課題について情

報発信を行う。 

・適切な学校評価を通し、ご意見をいただきながら取組を進め、さらに協力いただけるような

信頼関係を深めていく。 

・「教職員の研究・研修・服務」については、若手教員の増える中、学校の教育の質向上を目

指し、ＯＪＴの研修・研究を十分機能させる。また教員としての資質や能力を日常的に高め

られるように、ベテラン教員とチームを組む。ベテラン教員と若手教員が互いに好ましい関

わり合いをもつことにより学校全体の質の向上を目指していく。 

・ 教員の実態に即した、接遇研修・服務研修を計画的に行う。また、常に危機管理意識を持って

職務にあたるよう朝の打ち合わせや職員会議等、日常的に啓発、指導していく。 

６ 総括的な学校評価  

・「確かな学力」の定着は本校の最重要課題である。家庭学習の定着と習慣化、補充学習を充実

させるため取組を継続していく。また、６年間の学び、さらには小学校から中学校９年間を通

した学びを見通し、小学校の６年間の学びや発達・成長と教師の指導を確認し合い、学年間や

上級学校へのつながりのある学習・生活指導を目指す。 

・授業に臨む姿勢やルール、マナー、集中して学習に取り組む態度を身に付けさせるよう、指導

を徹底する。また、これらの学習規範については、ふっさっ子スタンダードの活用を徹底し、

担任による差違・ブレのない徹底を図る。 

・「豊かな心」の醸成は、継続して重点を置くべき課題である。児童の情緒の安定を保ち、思い

やりの心をもって学校生活を送るために、生活指導部や支援チームを中心とした校内組織を

十分機能させながら指導を行う。とりわけ、いじめや自殺に対しては絶対あってはならない

事であり、児童の観察、情報の共有、聞き取りやアンケートなどによる実態把握を継続的に

行いながら防止に努める。 

・児童の安定した学校生活を守るために、家庭への啓発や助言、さらには福祉や家庭支援機関

とも連携を図った支援も積極的に行い、協力態勢を更に推進する。 

◆学校関係者からは、客観的な視点で改善に向けての様々なご意見をいただいた。地域からの支

援や協力をいただけるように、日常的な情報交換によって連携を図っていく。めざす学校像を

『みんなの笑顔が輝く学校』『地域の風が行き交う学校』－「子どもにとって達成感のある楽

しい学校」「保護者にとって安心して任せられ協力したくなる学校」「地域にとって関心をも

って積極的に関わりたくなる学校」「教職員にとって生き甲斐と自信をもって働ける学校」と

し、「夢と希望」にあふれる、魅力ある学校づくりを推進していく。 


