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平成２７年度 芦安小学校学校経営方針 

■学校教育目標 

一人ひとりの学びを大切にして，「生きる力」を身につける芦安っ子 

（目指す児童の姿） 

 

        かしこい子      （知） 

        がんばる子      （体・徳） 

        やさしい子      （徳） 

        きもちがあかるい子  （徳） 

（目指す学校の姿）◆学ぶことの楽しさが実感できる学校 

◇楽しく通える学校 

        ◇一人ひとりが大切にされる学校 

        ◇地域とともに歩む学校 

         

（教職員）    ◆みんなの思いを実践の基盤とする教師 

◇協同・連帯する教師 

        ◇健康で明るい教師 

        ◇学び続ける教師 

■学校経営の基本方針 

 児童の実態や地域の実態を生かした創意と工夫のある教育課程の編成と実施に努める。

少人数の利点を生かした教育活動と地域連携を柱とした芦安郷育の推進を目指す。 

１ 基礎的・基本的学習内容の確実な定着に努める。 

２ 豊かな人間性と“ここがふるさと”と思う心の育成に努める。 

３ 心身ともに健康でたくましく生きるための基礎づくりに努める。 

４ 信頼される学校づくりに努める。 

■学校経営の努力点 

１ 学習指導の充実 

①“きめ細かな指導”のあり方 

・個々の児童のニーズに沿った学習指導を進めるための方法を工夫する。 

・固定的小集団において「学びあい」を補うための方法を工夫する。 

②コミュニケーション能力の基盤形成 

言語活動（聞く・書く・読む・話す）を取り入れ国語力を養う方法を工夫する。 

③体験活動を「学び」の点から検証する。（課題・気づき・発展） 

④英会話の日常化を目指した基礎的英会話の指導法の工夫とコミュニケーション能力の

育成を図る。 

 ⑤漢字力，計算力定着のための方法を工夫する。 

 

 

 



２ 心の教育の充実 

①道徳の時間においては「主として自分自身に関すること」を重点的に扱う。 

②個性を大切に長所や良さを認めてのばす生徒指導を行う。 

③諸活動を通して自己有用感や自尊感情を育む手立てを講じる。 

④地域の人々との交流や体験活動・表現活動を通して豊かな人間性を育む機会を持つ。 

 ⑤学校図書館の計画的利用を促進し，学習活動や読書活動を支援する方法を工夫する。 

３ 健康・体力の育成 

①短時間・継続的な取り組み（一輪車・縄跳び・持久走など）をとおして基礎体力・運

動能力の向上と運動の日常化を図る。 

②保護者・地域と協力し生活習慣の形成を図る。 

③地域と連携しながら，健康・安全教育の充実を図る。 

④食育推進のため，食に関する指導計画の見直し・改善を行う。 

４ 地域及び中学校との連携 

 ①過疎化・高齢化の進む地域と小さな小学校が互いに「元気をもらい合う」互恵的連携

の実現を目標とする。 

 ②学校応援団や市社会福祉協議会・市文化財課等の協力・支援プログラムを積極的に立

案実施する。 

 ③小・中学校の接続を滑らかにするため，日常より校内研究及び授業を通した連携を深

め，さらに小中連絡会を月一度開催する。 

 ④ユネスコスクール加盟校としてＥＳＤへの取り組みを進める。 

 ⑤小中９年間を見通した英会話教育の推進を図る。 

５ 校内研究 

 ・少人数の利点を生かした授業づくり 

・一人ひとりを生かした授業づくり 

・児童理解に基づいた授業づくり 

・英会話教育の授業づくり 

※ 市教委指定 地域ふれあい道徳教育推進事業（単年度継続） 

※ 市教委指定 南アルプス自然体験推進事業（単年度継続） 

※ 市教委指定 小中連携英会話科研究推進校 (単年度継続) 

※ 小笠原流礼法を活かした心の教育推進事業 (単年度継続) 

※ 教育課程特例校（英会話教育）(H２５～２７年度) 

６ 校内・地区資源の効果的活用 

 ・学校予算の効果的運用と教材備品の整理・活用 

■芦安郷育プログラムの充実・展開（各教科・道徳・特活・総合の横断的プログラム） 

芦安の歴史・文化・自然・産業・伝統・人物などについて体験を通して学ぶ学習である。

本物に触れたり，地域の人々とふれ合ったりすることで豊かな感性や実践力を育む。小中

９年間で芦安のよさを認識し，芦安を語り，他に発信できるグローバルな児童生徒を育成

する。これまでの実践（財産）を継続するとともに，英会話科中心に新たな展開を目指す

積極的な提案・チャレンジを推進する。 



 

考察及び改善策 

 

〇考 察  

学校教育目標『一人一人の学びを大切にして，「生きる力」を身に付ける芦安っ子』 

かしこい子，がんばる子，やさしい子，きもちがあかるい子 

の学校教育目標具現化に向けた学校経営方針の説明を受け，それぞれの活動から教育効果

を高めることを共通理解することが出来た。今年度も，このことを日々の教育活動を進め

る中で常に意識し，活動することが大切である。また，それぞれの活動と教育効果を高め

る上でも学校経営・運営をふり返り更に教育効果を高める必要がある。学校評価の方法と

して次の３領域｢教育活動全般｣，｢学校運営｣，｢学校経営の努力点｣ を設定した。 

 取り組みの状況・結果を把握する方法としてアンケート（教職員・児童）を行った。教

職員ならびに児童の少ない中でのアンケートであったが，全体的には，教職員のきめ細か

い取り組みもあり，肯定的な割合を示す比率が高い。しかし，評価項目の中には，２学期

以降共通理解して取り組む必要性があることが明らかになってきている。 

 具体的に評価項目を見ると，特に小規模校ということもあってか，職員と児童

のコミュニケーションは図れている。児童の意識調査の結果を見ても，多くの児

童が「先生方はよく教えてくれる」「先生方は，はげましたり,やる気をださせ

たりしてくれる」｢職員が話をよく聞いてくれる｣と感じている。ただ児童アンケ

ートの一部にマイナス評価の回答もあった。児童との良好な関係は，教育の原点

であり大切なことである。一方，児童の主体性・学習規律・生活規律において課

題を感じている職員もいる。また，学校行事・体験活動は多いが，それらが他の

教育活動と関連あるいは発展的活動と感じている職員は少ない。このことから，

どこに重点を置くか，何を優先させるかということを考えたとき，子ども達との

信頼関係を築きながら，グランドデザインに立ち返って，本校の利点を生かした

基礎基本の学習指導や表現・コミュニケーション能力の育成（英会話科の活動）

を視野に入れ，豊かな学校生活・体験活動の在り方を考える必要がある。学校教

育目標を見据え，児童の実態を分析し，しっかりとした総括をする必要がある。

そこで重要なことは芦安小学校の学校デザインを特色づけているのは｢芦安郷

育｣（ユネスコスクール）の共通理解である。芦安郷育については，学校行事の

精選を図りながら，学習プログラムを組む事により，理念だけでなく形態を変え

ながら教育課程に位置づけていく。また，芦安郷育は家庭・地域と密接なかかわ

りを持ち，生活習慣や学習習慣が地域の力となっている。このことも踏まえ，今

年度も教育課程全体を見直し，改善を図っていきたい。  

 

 

 

 



〇２学期からの改善策 

  ◎  目に見える具体的な取り組みをするもの  

  ○  努力目標として取り組みを考えていくもの  

  ☆  心掛けていくもの            

一人の意見が全体の考えを反映しているとは限らないため，自由記述欄に書かれ

たものやＡ，Ｂの数値から課題が伺える物について，職員会議を経て改善策を検

討し確認を行った。  

  児童のアンケートより 

学校生活 

     「学校に行くのが楽しいですか」・・・・ １（はい）２（だいたい）と,ほとんど

の児童が回答している。これからも友

達と楽しく活動できる場を考えてい

く。児童一人ひとりの居場所づくりに

努める。 

☆ 全職員   

     「勉強は楽しいですか」・・・・・・・・「わかる」・「できる」学習の基礎・

基本の定着を図ることと，授業におい

て「学び合い」や「発表の機会」「言

語活動」を仕組むなど授業への興味関

心を高める工夫・改善を行う。   

              ◎  各担任  

「よくいじめたり，いじめられたりする友だちはいますか」 

                  「自分の思いをうまく伝えられない・

伝わらない 

ことをいじめと認識していることが

多い。 

児童間の行き違いについては，関係者

の話を聞く中で，担任を中心に対応し

ている。さらに，全職員が，当事者意

識を持ち児童理解に努めている。１学

期末に児童へのアンケート・面接をし，

聞き取りを行った結果と比較し，直接

本人へのケアをすると同時に道徳教

育に力を入れる。 

                                       クラス経営，コミュニケーション能力

の育成を心がけていく。   

◎ 全職員 

 



 

 

 「登下校中決まりを守っていますか」・・・・  並び方がくずれたり，あいさつをし忘れ

たりする 

ことが時々見られるようだ。集団登校の

反省,振り返りを機会あるごとにしてい

きたい。 

☆ 全職員 

 「あぶないこと・よくないことは先生に話したり注意したりしていますか」 

                       ２・３・４年生が３（あまり）と回答

している。 

                       日頃から何でも言い合えるクラス経営，

環境作りに努めたい。 

 

            ◎  各担任 

 

「家の人と学校でのことを話しますか」・・・・毎日が多忙の中ではあると思うが，保護

者に対して児童の話を聞いていただく

ように，各種だより等を活用し，働きか

けを行う。家庭と連携を図る。     

         

☆ 全職員 

「宿題をわすれずにしていますか」・・・・  宿題を習慣化することを継続して指導し

ていく。 

                                               低学年では，親子がふれあって学習習慣

を身に付けるような場づくりが大切であ

る。学年が進むにつれて自学自習の習慣

化を図っていく。 

家庭学習の取り組みも家庭に積極的な協

力をお願いする。          

                  

                ☆  各担任 

職員のアンケートより 

   

 「子供は様々な行事で積極的に活動している」      

                     主体的な取り組みという点で，課題

があると思う。        

           ☆ 全職員 

行き帰り 

い え 

教育活動全般 



学校運営 

 「学校は授業や行事など参観の機会を適切に設けている」 

                        これから，次年度に向け休日以外の

実施の工夫改善を今年度も継続して

行っていく。学校目標に迫るための

手立てとして意識していく 

○ 教頭 全職員 

     「職員の健康管理について十分な配慮がされている」 

                        職員の健康を阻害することの改善を

考えていく。運用等で対応できるも

のであれば２学期より行う。 

                                  ☆ 全職員  

「教材・備品は整理され活用されている」 

                   授業準備，教材研究の時間の確保が

必要である。 

                   ゆとりある学校運営も大切である。   

                        分掌をグループ化して備品整理

にあたるなど，これからも工夫

が必要である。  

                        使えないもの (廃棄 )使え必要なも

の (整備 )をはっきりさせ整備し

ていく。  

                                 ☆ 全職員  

学校経営の努力点にかかわって 

    学習指導 

 「子どもたちの漢字力，計算力は定着しているか」 

                        朝学習の取り組みの充実（辞書利用）

や家庭学習の協力と引き続き授業の

工夫・改善(考えさせること)を行う。 

☆ 教務主任 各担任 

心の教育 

     「学校図書館を計画的に利用し，学習活動や読書活動の充実に努めている」  

                         読み聞かせや家読などの読書活動

の工夫・改善 を行うことが必要で

ある。宿題としての読書の 取り組

み，家庭の協力・連携を模索する。

  

                                ○ 司書 全職員 



   「道徳の時間において『主として自分自身に関すること』に重点的に扱っている。」 

                        小規模校での道徳時間を充実させる

ために，  

他学年と合同での実施等工夫が必要である。 

   全教育活動を通して，実践化，内面化を図る。 

 

◎  全職員  

    健康・体力 

    「保護者地域と協力して生活習慣の形成や健康・安全教育の充実を図っている」 

                        生活習慣の形成が児童の健全発達に

いかに重要な要素となっているか，

これから各種お便りを通じて保護

者に働きかけを行っていく。また，

折に触れ保護者に理解を深めても

らう。 

                               ◎各担任 全職員 

    地域等との連携 

     「学校応援団や市社会福祉協議会・市文化財課等の協力・支援のプログ

ラムを積 極的に立案し活用している」  

                        学校行事等のバランスを考え実践し

ていくことに心がける。地域の特殊

性も考えて広域でボランティアを

活用していく。 

                        芦安未来サロンと共に，芦安郷育を

考えていく。地域の願い，学校の在

り方を共に考える。  

☆ 全職員  

自由記述 

    その他 


