
 

 

平成２９年度 学校評価書 

平成３０年３月２日 

 福生市教育委員会 殿 

 

福生市立福生第六小学校 

校長 玉 森 正 一印 

 

１ 今年度（平成２９年度）の学校の重点的な取組 

Ⅰ学校運営・人材育成 

（１）運営組織の正常化 

 ①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。 

・経営会議、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。 

 ②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。 

③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）ＯＪＴの着実な推進 

 ①授業力等の向上を図る。 

 ・５つのＯＪＴグループに分かれてテーマを設定し、授業改善の取組をすすめる。また、年次

研の指導案検討など丁寧に行う。 

 ・計画的なＯＪＴ研修会を実施する。 

・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。 

（３）安全教育の推進 

  ①安全教育についての教員研修の実施 

・都発行の安全教育プログラムをテキストとし、安全教育の内容、取組の共通理解を全教員で

図る。 

・生活安全、交通安全、災害安全の３領域における取組の確認 

②児童に安全教育で身に付けさせる資質･能力の明確化 



 

 

・「危険を予測し回避する能力」「他者や社会の安全に貢献できる資質や能力」の育成 

③安全学習の推進（研究授業を通した安全教育の指導と年間指導計画の作成） 

・年間３回の研究授業の実践 

・安全に関する学習内容の確かな位置付けのある学習と教科横断的な資質・能力の育成に関わ

る学習の両面からの年間指導計画の作成。 

④安全教育の推進 

・安全な登下校の定着 

・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 

 ・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） 

⑤災害安全に関わる講演会の実施 

⑥学校安全全体に関わる取組 

・校内の安全環境整備を行う。     

 ・地域・家庭への啓発、保護者による登下校見守り活動の継続・発展を促す。 

 ・セーフティ教室、情報教育モラル教育の充実、薬物乱用防止教室等の実施 

 

Ⅱ学力の定着と向上 

（１）基礎的・基本的な知識・技能の習得とその活用の能力を付けさせる。 

 ①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・面接を通して、教師の授業力を向上させる。 

 ・かめタイムの活用 

 ・朝自習の活用 

・授業改善推進プランのキーワードを「主体的な学習「対話的な学習」とし授業改善に取り組

む。 

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） 

 ・おすすめ図書の紹介 

（２）学力に対する保護者の関心を高め、家庭学習の定着を図る 

 ・家庭学習の意義を機会ある毎に啓発する。 

 ・各担任の取組として、家庭学習が学年×10 分となるような、宿題の実施。 

（３）外部人材の効果的な活用を図り児童の学習効果を高める 

 ・ゲストティーチャーを招いての授業を積極的に実施する。 

  

Ⅲ人権教育の推進 



 

 

（１）いじめのない学級・学校づくりのための未然防止と早期発見のための取組を推進 

 ・人権プログラムを活用し、人権に配慮した学級経営の実施。 

 ・毎週金曜日に行う、児童理解朝会を活用し児童の状況を共通理解し、学校が一体となった指

導の実施。 

 ・ふれあい月間の丁寧な取組を行うと共に、アンケートを実施しその後丁寧な面談による聞き

取りを行い解決を図る。 

 ・毎朝の挨拶運動の実施。 

（２）人権意識と規範意識を育てる教育活動を実施し、豊かな心を育成する取組の推進 

・毎週の道徳授業の充実や、道徳授業地区公開講座の充実。 

 ・たてわり活動を充実させ、児童の主体的活動、コミュニケーション能力の育成を図る。 

 ・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。 

 ②環境教育・福祉教育を推進する。 

・多摩川における自然体験学習  

 ・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 

 ・環境学習（ゴミの学習、水道の学習、地球環境の学習、環境庁の仕事の学習） 

 

（３）一人一人に応じた適切な指導の充実と関係機関との連携による特別支援教育の推進 

 ①支援チーム（特別支援教育校内委員会）の支援活動の推進 

・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。 

 ②やまなみ教室と通常の学級の連携を密にし、児童の学校適応を推進する。 

 ③かめのこ学級（情緒障害・自閉症特別支援学級）の児童の通常学級への交流学習を推進する。 

 

Ⅳ特色ある学校づくり 

（１）学校公開の機会を増やすと共に、地域・保護者参画の取組を推進する 

①積極的な学校公開の推進 

授業参観、保護者会、学校公開、運動会、道徳授業地区公開講座、展覧会、校内書写展、六

小祭り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。 

 

（２）英語教育の充実を図る 

 ①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。 

 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、英語教育を推進する。 

・５・６年生：外国語活動３５時間を実施。  

 

（３）コミュニティ・スクールとしての取組を推進する 



 

 

 ①コミュニティ・スクール委員会を中心とした取組の推進 

 ・セーフティかめのこ、グングンかめのこ、プレスかめのこ、グリーンかめのこの活動の推進

し、地域人材の活用を図る。 

 ・お世話になっている地域の方との交流の場としてかめカフェのオープン 

・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 自己評価の総括 

  ◎アンケート結果の見方 

  【保護者アンケート】保護者アンケートで「そう思う」「だいたいそう思う」と

する肯定的評価の割合。 

  【教員アンケート】 ４段階の評価を各教員が行い、その平均値として、およそ

２．８以上を良好と考える。 

（１）安全教育の推進 

 【保護者アンケート】 

   学校は、子どもの安全対策を適切に取っていると思いますか。   ９４．７％ 

 【教員アンケート】 

日常的な安全指導・定期的な安全指導で能力を育てようとした。   ３．０ｐ 

教科等における安全学習で能力を育てようとした。         ２．７ｐ 

日常的な安全指導、定期的な安全指導で資質・能力を育てようとした。３．１ｐ 

教科等におけ安全学習で資質・能力を育てようとした。       ２．９ｐ 

 

  ①安全教育についての教員研修の実施 

・研修を通して安全教育の取組が明確になり、３領域の取組をすすめることができた。 

②児童に安全教育で身に付けさせる力の明確化 

・育成する資質・能力が明確になり、年間の取組をすすめることができた。 

③安全学習の推進（研究授業を通した安全教育の指導と年間指導計画の作成） 

・都の指導主事に年間講師として担当していただき、安全指導における授業力の向上につなが

った。 

・年間指導計画の作成をすすめ、組織的・計画的な指導をすすめられるようになり、安全に対

する児童の意識向上に繋げることができた。 

④安全教育の推進 

・積雪時にも転倒による保健室利用が０であり、日常の安全に対する児童の意識の向上がみら

れる。しかし、油断することなく、一声運動を続けていく必要がある。 

⑤災害安全に関わる講演会の実施 

・様々な災害に対する話をお聞きし、「助け合う力～君たちにもできること～」について考え

ることができた。 



 

 

⑥学校安全全体に関わる取組 

・校内の安全の第一は、身の回りを整えることである。環境整備を行い、特別教室や資料室を

有効利用できた。また、児童の安全が保証される環境作りがすすめられた。     

 ・地域・家庭と連携し、登下校見守り活動をすすめることにより安全に対する意識の向上も図

られた。 

 

（２）学力向上 

 【保護者アンケート】 

   子どもは、学習が理解できていると思いますか。         ９３．１％ 

   通知票は、子どもの学力や学習状況がよく分かるようになっていると思いますか。        

９０．７％ 

 【教員アンケート】 

週案簿を必ず作成・提出し、意図的・計画的な指導を徹底するとともに、週指導計画の記

入内容の充実を図り指導を深める。                ３．３ｐ 

読解力・思考力・問題解決能力・表現力の向上を図る指導方法の工夫や改善を行っている。 

                                ２．９ｐ 

かめタイム等の補習の場を効果的に活用している。         ３．１ｐ 

家庭学習の習慣づけを図る手だてをとり定着を図る。        ２．９ｐ 

適切な編成の下、習熟に応じた指導を実施し評価している。     ３．２ｐ 

教員の連携が図られ計画に沿った指導を実施している。       ３．０ｐ 

アクティブ・ラーニング、言語活動の考え方や手法         ２．７ｐ 

教科・領域において言語活動を取り入れた学習をさせることができた。３．０ｐ 

問題解決的な学習を進め、見通し・解決・表現力を高めた。     ２．８ｐ 

児童が互いに発表し合う活動を取り入れ、認め合うことができた。  ３．１ｐ 

児童の実態に基づいた図書指導が実施できた            ２．５ｐ 

 

 ①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。 

 ・授業改善が学習がすすめられてきている。ＯＪＴでの学び合いがすすめられている。 

 ・月曜日のかめタイムを有効に活用し、東京ベーシックドリルの学習が進められている。 

 ・算数の習熟度別授業の取組により、学習の定着が少しずつ図られている。 

 ・全国、都の学力調査の結果では、ＣＤ層が増えている現状があった。さらなる学習指導力の

向上と家庭と連携した宿題の取組と生活リズムを整える事に力を入れていきたい。 

②「読書好きな児童」を育てる。 

 ・読書の取組が学級担任任せのところがあり学校全体の読書への取組が不足している。読書時

間の学校全体での確保や読書に向かう環境の整備に努める必要がある。 

 

（３）コミュニティ・スクール、保護者との連携、学校公開の推進 



 

 

 【保護者アンケート】 

   学校は、保護者に教育方針や教育活動についてわかりやすく伝えていると思いますか。       

９０．７％ 

   学校は、授業や行事を参観する機会をよく設けていると思いますか。    ９９．５％ 

 【教員アンケート】 

コミュニティ・スクール委員会を開き、学校・保護者地域の機運を高めた。 ２．７ｐ 

地域の人材・物的活用ができた。                    ２．４ｐ 

 

 ①コミュニティー・スクール委員会を中心とした取組の推進 

 ・コミュニティ・スクール委員会を年間１３回開催し取組をすすめることができた。理想とす

るそれぞれの委員が思い描くコミュニティ・スクールには、まだほど遠いが１年目の取組と

して成果を上げてる。さらに地域の理解と協力者を広げていく中で進めていく必要がある。 

 ・２月の報告会では、今年度の取組の報告ができ今年度も充実した取組ができていると思う。 

 ・地域人材の確保については、まだまだ課題が大きい。引き続き連携を進める中で人材発掘と

授業等の取組を進めていきたい。 

②積極的な学校公開の推進 

・アンケートの結果からも分かるように、積極的な学校公開ができた。さらに参観者の呼び

かけについても工夫が必要である。 

 

（４）特別支援教育 

 【保護者アンケート】 

   学校は、保護者との連絡や相談を適切に行っていると思いますか。      ９３．１％ 

   子どもは、楽しく学校に行っていると思いますか。             ９４．５％ 

 【教員アンケート】 

児童理解に努め個に応じた指導を実施している。              ３．１ｐ 

児童の適応が促進される望ましい学級集団を育成した。           ２．９ｐ 

通常学級と支援学級の交流が積極的に実施できた。             ３．０ｐ 

定期的に支援チーム会議を実施し支援策を企画した。            ３．１ｐ 

支援チームを通して指導理解や指導法が深まった。             ３．２ｐ 

   

 ①支援チーム（特別支援教育校内委員会）の支援活動の推進 

・週一回の定期的な会議の開催により支援策の提案や組織的な対応を進めることができ、不

登校傾向児童の減少に繋げられている 

・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がすすめられた。 

 ②やまなみ教室と通常の学級の連携を密にし児童の学校適応を推進することができている。 



 

 

  ・やまなみ教室の利用に伴い、担任との指導の連携がすすめられ、落ち着いた学習ができる

ようになった児童が増えた。 

 ③かめのこ学級（自閉・情緒障害特別支援学級）の児童の通常学級への交流学習を推進する。 

  ・通常学級との交流学習の時間が少しずつ増え、集団の中での学習が受けられるようになっ

ている。支援員見守りの中でこれからも引き続きの取組が必要である。 

 

（５）研究の充実 

 【教員アンケート】 

学校の経営計画の具現化に向けた職務の取組をしている。          ３．１ｐ 

起案や決裁等、意志決定の在り方を理解し実践している。           ３．２ｐ 

分掌組織の中の自分の役割を果たしている                  ３．１ｐ 

経営会議・企画会議に基づいた企画提案をしている              ３．０ｐ 

組織の意志決定は主幹・主任を中心に実施されている。            ３．２ｐ 

学年会・教科部会等を生かした組織的な校務体制である            ３．０ｐ 

研修課題を日々の指導で意識し生かし試みている。              ３．１ｐ 

若手教員の育成やＯＪＴに積極的に関わっている。              ２．９ｐ 

授業観察・面談の機会を活用し、授業改善を図っている。           ３．２ｐ 

 

 ①授業力等の向上を図る。 

 ・ＯＪＴグループの取組や計画的なＯＪＴ研修会は効果的であった。来年度もＯＪＴ委員会を

設置し授業力向上に取り組む。 

・研修の成果として、授業改善に取り組もうとする雰囲気が広がっている。 

 ②校務分掌等の活性化を図る。 

 ・学校の意思決定が明確になっている。来年度は、決済の流れを整理していきたい。 

 ③主幹・管理職候補者等の育成を図る。 

  ・副校長・主幹教諭への昇任が予定されている。東京教師道場へも２名希望するなど育成をす

すめることができている。 

④服務規律の徹底を図る。 

 ・週案、授業実施状況調査の１００％実施を推進できた。さらに記載内容の向上を図っていき

たい。 

・服務事故０を推進できている。 

 

（６）英語教育 

 【教員アンケート】 

英語のコミュニケーションに対する関心や意欲を高めた。          ３．１ｐ 

英語による表現に親しみ、英語の力を高めた。               ３．０ｐ 



 

 

 

①外国語・英語活動充実を図る。 

・年間３回の英語の授業研究や年間講師からの指導通して、指導力が向上している。 

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、英語教育を推進すること。 

・計画的な授業が展開され、指導についても、ＨＲＴが中心となり効果的なＡＬＴの活用がな

されている。  

 

（７）その他の 

 【保護者アンケート】 

   学校は特色ある教育活動を行っていると思いますか。            ９４．８％ 

   学校はいじめのない学級・学校づくりに取り組んでいますか。        ９１．３％ 

   学校は、子どもに生命を大切にする心や社会のルールを守る態度を育てようとしていると

思いますか。                              ９４．７％ 

   子どもは、学校や学級で好ましい友達関係をつくることができていると思いますか。 

                                      ９４．４％ 

 【教員アンケート】 

「いじめ防止月間」の積極的な取組を始めとして児童の様子や言動に目配りや気配りして

いる。                              ３．１ｐ 

相手を尊重する心情や態度を指導している。               ３．０ｐ 

人権課題に関する指導を行った。                    ２．８ｐ 

児童は、自信をもって学習に参加できた。                ２．９ｐ 

児童は、あきらめずに取り組むことができた。              ２．９ｐ 

児童は、人の良いところを見付けることができた。            ２．８ｐ 

児童は、他者の思いや考えを想像できた。                ２．８ｐ   

児童は、自分の感情や考えを表現することができた。           ２．９ｐ 

児童は、考えの違いを認めることができた。               ２．９ｐ 

児童は友達と協力して活動できている。                 ２．９ｐ 

児童は、互いに尊重しよさを認め合うことができた。           ２．９ｐ 

児童は、自分への自信をもつことができた。               ２．８ｐ 

児童は、自らを律し、励まし支え合う関係を築こうとしていた。      ２．７ｐ 

児童は、自分の役割の意義を理解し、主体的に取り組むことができた・   ２．８ｐ 

児童は、役割を果たし、貢献していることを実感することができた。    ２．９ｐ 

児童は、力を合わせて問題の解決に取り組むことができた。        ２．７ｐ 

 

①人権教育の推進 

・道徳授業を中心とする様々な取組により互いを尊重しようとする心を育てているが、いじめ



 

 

アンケートなどを見ると、細かなところで教員が関わり解決しなければいけないことが多く

ある。引き続き人権教育を続けていかなければならないと考える。 

 ・たてわり班活動や挨拶運動などさまざまな活動が児童同士のよい交流の場となっている。２

年生が１年生の世話をしてあげる体験も含めて、交流学習によって、上の学年の意識が高ま

り良い教育効果をもたらしている。 

②環境教育・福祉教育を推進する。 

・環境に関する教育 水の学習ややまめの孵化 

  ・福祉に関する教育 福祉体験学習（手話体験、車いす体験など） 

 

３ 自己評価に対する改善策 

（１）学校運営・人材育成 

 ・主幹教諭、主任教諭を中心としたＯＪＴ委員会を設置し、日常的な取組として授業力向上や

組織運営力向上に取り組む。 

 ・安全教育推進校として教職員の意識を高める取組を推進する。 

 ・会議の精選と効率的な運営に取り組み、働き方改革を推進する。 

 ・目的意識の共有化を図り、学校全体が一体となった取り組みを心がける。 

 ・管理職による授業観察・面接を通して、教師の授業力を向上させる。 

 

（２）学力の定着と向上 

 ・週毎の指導計画を活用して、授業改善のキーワードを「主体的な学び」「対話的な学び」「深

い学び」とし、日々の授業改善に取り組む。 

 ・朝学習を『かめタイム』と位置付け、火曜日、木曜日、金曜日の２０分間の朝学習を実施し、

基礎基本の習熟の時間として活用する。 

 ・ふっさっ子スタンダードのさらなる徹底をめざす。（特にチャイム着席や「ピン・ピタ・グ

ー」のよい姿勢の維持や、下敷きを使って丁寧に文字を書くことを推進する。） 

 ・毎週月曜日の朝は、読書の時間として設定する。また、読書旬間を設定しお薦め本の紹介や

読み聞かせなどに取り組む。 

 ・毎日の学習と家庭学習の連動を意識した宿題の実施。また、様々な場を活用し、保護者に学

年×１０分を意識した家庭学習への取り組みを啓発する。 

 

（３）人権教育の推進 

 ・毎週金曜日の夕会や情報共有シートを活用し、児童一人一人の状況を報告し合い共通した対

応ができるようにする。 

 ・「特別な教科 道徳」の時間の充実を図ると共に、人権に配慮した学級経営を推進する。 

 ・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諸機関との連携

の下チームとしての取組をすすめ、具体的な効果のある支援を行う。 

・あいさつ運動を実施し、児童会での具体的な取組や学級活動などのさまざまな場で指導し定



 

 

着を図る。 

・通常学級における特別支援教育の推進を通して、子どもたちにとってさらに居心地のよい学

級づくりを推進する。 

・ 

（４）特色ある学校づくり 

 ①学校公開の充実 

 ・運動会や道徳授業地区公開講座やセーフティー教室、六小祭りなどの学校行事に加えて、来

年度は音楽会を実施し六小の音楽活動のすばらしさを公開する。 

 ②英語教育の充実を図る 

 ・先行実施される外国語や外国語活動の指導の充実のために、外部講師を招いての講演会の開

催や研究授業を通しての研究会を開催する。 

 ③コミュニティ・スクールの取組をさらに充実させる。 

 ・コミュニティ・スクール２年目として、今年度の取組をさらに充実させる。 

 ・ゲストティーチャーを招いての授業の実施や、学習ボランティアや図書ボランティアとして

児童の学習のサポートをさらにお願いする。 

 ・児童の地域行事への参加を促すとともに、児童のボラティア活動を推進し地域との連携をさ

らに広げていく。 

 

４ 学校関係者評価総括 

・保護者アンケートの１１項目について、どの項目も「そう思う」「だいたいそう思う」と答

えた肯定的な評価が９０％を超えている。学校の取組が高く評価されていると考えられる。

特に、項目⑩の「参観機会をよく設けていると思いますか」は９９．５％が肯定的な評価を

していることは、素晴らしいことである。 

・①の「楽しく学校に行っていると思いますか」の質問に対して９４．５％の保護者が肯定的

な評価をしているが、残りの５．５％つまり２０人程度の児童はそう思っていないと考えら

れる。さらにそういう子に対しても耳を傾ける指導をお願いしたい。 

 ・教職員の取り組む意識も高く、頑張っているようである。働き方改革等言われているが、体

を大切にして児童の教育に当たってほしい。 

 ・コミュニティ・スクールとして地域・保護者との連携をさらに進めていってほしい。 

 ・六小祭りとかめのこ親子まつりを本年度共同開催したが、実施することで課題が見えてきた。

来年度実施に向けて工夫した取組を期待したい。 

 

５ 学校関係者評価に対する改善策 

 ・保護者アンケートは、学校の取組に対して地域や保護者が協力的な意識で支えてくれている

気持ちの表れだと感じる。今後もさらに風通しのよい学校づくりを推進していく。 

 ・一人一人の児童に目を向けて関わっていくことが大切である。これからもこの意識を大切に

して、保護者･地域と連携した取組を進めていく。 



 

 

 ・六小祭りの在り方については、今度の反省を生かして充実した祭りにしていけるように工夫

していく。 

 ・働き方改革はさまざまなところで話題に挙がっている。学校として一番大切にしている児童

の安全や安心、健全育成、一人一人の成長という視点を外さずに工夫改善していく。併せて、

教師が元気であればそのまま児童に響いていくことも大切にしていきたい。 

 

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。２０２０年「新学習指導要領」の実施に

向け来年度から移行措置が始まる。新学習指導要領の趣旨を生かし児童の資質・能力が育成

できるよう学校として取組を進めていく。「生きて働く知識・技能の習得」や「未知の状況

にも対応できる思考力・判断力・表現力の育成」「学びを人生や社会に生かそうとする学び

に向かう力・人間性等の涵養」を目指す。 

・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

をめざす。 

・「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。 

・安全教育推進校としての取組を通して、児童に「危険を予測し回避する能力と、他者の安全

に貢献できる資質・能力」の育成を進める。 

・コミュニティ・スクールとして、さらに地域・保護者と連携した取組を進める。 

・カリキュラムマネジメントの意識を全職員がもてるようにするとともに、ＯＪＴを意識して

お互いを高め合いながら児童の育成に努める。 


