
平成２８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)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 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」の定着に取
福 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 ・学力向上策をさらに検討し分掌横断的・重層的・継続的な学習指 な心｣の醸成 を継続深化させ、さらに重層 り組んできた成果が現れ始
生 ①学力等の調査結果について 導、補習指導、家庭学習指導等の取り組みを展開した。 大変よい ２９．１% 的・継続的な学習指導、補習 めている。
第 （ｱ）・「確かな学力」の育成は本校の大きな課題である。学力向上を人権教育 ・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し、 概ねよい ６８．２% 指導、家庭学習指導等の取組 家庭学習の習慣化、補充学
六 の柱とし学力向上を図った。理科、図工教員が研究員となった。 自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力・創造力を育成した。 もう少し ２．８% を展開する。 習を充実させるため取組は、
小 （ｲ）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、 ・学びや学力への関心を高め、家庭と連携し学習の習慣化を図る。 大幅な改善を要す ０% ・ベーシックドリルの活用を図 組織的にはまだ不十分であ

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り り児童の学力全体を継続的に る。
みを進めた。 捉え定着を図る。 ・次年度は学力向上の取組を

学 （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 ②「豊かな心」の育成 ・家庭と連携し、家庭学習の習 継続し児童の学びを総合的
校 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 ・「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 慣定着の指導を行う。また、 に見直す体制を構築する。

者指導は随時行った。 つ運動』を通して定着を図る。 の学習意欲を高めてほしい。 補充学習など児童個々の状況 ・６年間の学び、さらには小
・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 に合わせた指導を更に進める。 学校から中学校まで９年間
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。 ・これまでのＯＪＴ研修の成果 の学びを見通した小学校６

②問題行動や配慮を要する児童への組織的支援 ・不登校児童の予防・解消を目指し、関係機関と連携のもと、効果 ・挨拶運動などにより｢あいさ を生かし２９年度の研修・研 年間の学びや成長・発達と
（ｱ）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り組織 的な支援を行う。 つのひびきあう学校｣の取組 究体制を継続深化する。 指導を考え授業改善を図る。

としての共通の対応・取組みを実践し、どの学級も落ち着きを見せた。 ・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 が成果として見られる。 ・コミュニティ・スクールとし
（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。 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。 ・市内外の学校の研究交流・ て、学校参画を積極的に推進 ・児童の情緒の安定を保ち、

③「健康な心身」を培う 意見交換等を行い学校間格 し、連携のもとで児童の安全 思いやりの心をもって学校
・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 差のない教育を目指してほ 確保、学力向上、豊かな体験 生活を送るために、生活指
活動との融合を図り基礎的な体力を培う。 しい。 活動の充実等、児童の豊かな 導部を中心とした組織を十

・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 学びを実現する取組を推進。 分機能させ指導を行った。
理解を深め、健康な生活を送ろうとする児童を育成する。 ・いじめに対しては絶対あっ

・体育・健康教育・食育を充実 てはならない事を前提とし、
(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、特 (2)「特色ある教育活動」の させ基礎的な体力を培うとと 児童の観察、情報の共有、
①環境・福祉教育を推進する。 色ある教育活動をさらに展開する。 展開 もに、スポーツテストを活用 聞き取りやアンケートなど
（ｱ）5年生：福祉体験学習 よい＋概ねよい し、体力や心身の成長・発達 による実態把握を継続的に
（ｲ）4年生：水の学習や節電の取組 ・保護者・地域への情報発信を充実させる。 ９４．１２% の理解を深め、健康な生活を 行いながら防止に努めた。

・児童会を中心としたてわり班活動をさらに活用する。 送ろうとする児童を育成する。 ・あいさつ言葉遣いに関して
②「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 ・六小祭りは、自主性や協調 は重点化し継続的に取り組
（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。 性を培える行事。 (2)特色ある教育活動について んだが、その重さは教員の
（ｲ）図書ボランティアによる図書整備。のべ３７回 約３７０名(3/2現在)。 ・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 ・さらに地域・保護者の参加 は、六小祭り、たてわり班活 意識に任され、組織的・継

活動を推進する。 を促すとよい。 動等の異学年交流活動を更に 続的・重層的な指導は不十
③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。 ・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 進め、本校の特色として発展 分である。
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。 ける組織を整えていく。 ・音楽によるまちづくりコン させる。 ・次年度は反省を踏まえ組織

サートは地域保護者の期待 的な取組を展開する。
④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 ・内容はあいさつ・言葉遣い
３月１１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。 に関し道徳・国語・特別活

動などと連携しＣ・Ｓ組織
(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) (3)「信頼される学校」づくりに 保護者地域と連携した取組
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。 ・地域在住で特別な知識・技 ついては、地域・保護者の方 を行う。
（ｱ）ゲストティーチャーを招いての授業（のべ人数） 術等を指導していただける 々に学校の状況を参観しさら ・児童の安定した学校生活を
１年生：４名 ２年生：６名 ３年生：４３名 ４年生：１２名 ・学校公開や授業参観は、次年度も今年度以上の回数を行う。 方に協力を仰ぎ、学校教育 に参画していただく機会を増 守るため家庭への関与を積
５年生：１５名 ６年生：１２名 計９２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 に生かせる機会を設け、地 やす。 極的に行う。

（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 域との協力関係、信頼関係 ※土曜日の学校公開は年間８回 ・関係機関と連携する態勢を
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。 をさらに築いて欲しい ・そのほか道徳授業地区公開講 更に推進する。
や子どもを見守る意識をもつことなどにもつながった。 ・コミュニティー・スクール 座、展覧会、ＰＴＡ総会の際 ◆学校関係者からは、客観的

（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 の仕組みを活用し、開拓と も土曜学校公開を実施。 な視点でご意見をいただい
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 活用をさらに推進していき た。地域からの支援や協力
（ｱ）学校公開、土曜参観等に来校した保護者延べ総数 ２４３４名をみた 子どもを見守る意識の向上につなげる。 ましょう。 ・ＰＴＡ主催の「かめのこ親子 をいただけるように、日常

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 祭り」は、協力関係、信頼関 的な情報交換によって連携
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、 係を深める絶好の機会と捉え を図っていく。

（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。 学校からも積極的に関わって ・めざす学校像を『みんなの
③ホームページ及び緊急メールの充実を図る。 いく。次年度は子どもたちの 笑顔が輝く学校』『地域の
（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 六小まつりと融合した新たな 風が行き交う学校』－「子
（ｲ）緊急メール連絡網は風水害による対応、不審者情報、学級閉鎖の連絡など 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中 形での実施を計画する。 どもにとって、達成感をも

に活用した。 で十分な情報提供の工夫を行う。 てる楽しい学校」「保護者
※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。」 (4)「教職員の研究・研修・服務」 にとって、安心して任せら
肯定評価９５．２%「保護者との連絡や相談を適切に行うこと」については、 若手教員の育成とベテラン驚 れ協力したくなる学校」「地
肯定評価９３．５%であった。 異の意識改革を図るＯＪＴを 域にとって、関心をもって

※「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。」 機能させる。 積極的に関わりたくなる学
に関して８９．０%の方から肯定的評価をいただいた。 校」「教職員にとって生き

・企画調整会において経営参画 甲斐と自信をもって働ける
(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 意識を高めた。 学校」とし、「夢と希望」
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＋概ねよい ・２８年度は人権教育の分科会 にあふれる魅力ある学校づ
（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。 ９１．４% の活用を図り、児童の課題に くりを推進していく。
（ｲ）校内研究授業7回､市教研参加率98%､ 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 ・教員がまとまっており、明 に取り組んた。
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。 るく研修意欲も高い。 ・職員会議の精選と企画調整会
（ｱ）企画調整会を定例化し、経営正常化を推進。 ・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 ・一方ではなれ合い等のマイ 議を中心とした学校経営。
（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。 ナス面も見受けられる。 ・主任層のボトムアップの企画
（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２９・３０年度東京都教育委員会安全推進指定校の取組を進 ・挨拶、服装、言葉遣いなど を増やす・活かす組織体制。
課題把握と解決へのスピードが格段にアップした。 め、校内研究をより充実させる。 の指導を行っている。

③主幹・管理職候補者等の育成を図る。（ｱ）主任教諭を１名受験し次年度昇任 ・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
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

④服務規律の徹底を図る。 識を高める。
（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
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
けて指導を行った。次年度以降も継続して指導を行う。




