
 - 1 - 

平成２９年度 学校経営計画 

八王子市立恩方第二小学校 

校 長  半 田 あつ子 

はじめに 

 

経営の信条  

『生涯にわたって学び続ける子供を育て、地域のよさを発信する学校づくり』 

 昨年度の新学習指導要領の告示を受け、その趣旨に基づいた学校教育の展開を推進する。Ａ

Ｉ（人工知能）の進化など情報化・グローバル化が急激に進展する不透明な時代を、たくまし

く、しなやかに生きていく人材を育てるためには、学習指導要領の改訂と次世代の学校・地域

創生の実現を一体的に推進する必要がある。 

 ２１世紀を生き抜き、２２世紀の基盤を築く子供たちには、社会の変化を受け身で対処する

のではなく、現在と未来に向けて、一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し、自らの人生を

切り拓き、よりよい社会と幸福な人生を自ら作り出していくことが求められている。その為に

は、生涯にわたって学び続ける資質や態度を身につけさせることが重要であり、学んだことを

発信し、友とともによりよく改善していく言語能力が必要である。 

 昨年度の「全国学力・学習状況調査」「東京都児童生徒の学力向上を図るための調査」では、

本校の基礎的・基本的な学力の定着に改善が見られた。学ぶ姿勢はできているが、自ら課題を

発見すること、課題を主体的に追究し、自分の考えをまとめ表現する力が弱いことが明らかに

なった。私は学校経営の信条として、基礎基本の徹底・自己有用感の高揚・思考力・表現力の

向上の 3 つを経営の柱に「かんがえる子」の育成を進める。 

 今年度１４４年となる長い伝統がある本校は、地域の学校教育への熱い思いと惜しみない支

援に支えられている。児童は恩方地区の文化との出会いが児童の成長を触発し、学ぶ意欲を高

めていく。多くの人との出会いを大切にし、多様な交流の場を学校・家庭・地域の連携・協働

を軸に発展させ、「チーム学校」の実現に向けた学びのネットワークを構築していく。 

 

『誠実、創造』 

 「子どもを育てる」ことを生業とする教育者に求められる資質は『誠実』であると考える。

人は人によって人となる。児童に対するとき、教師の成長した分だけ児童は成長する。つまり

教師の成長が児童の成長となる。教師は誠実に児童と向き合い、人権尊重の精神に則り率先垂

範で児童の育成に当たっていく。教師自身が研修に努め、真摯に学び自己を高めていくことが

必要である。管理職自ら人材育成を推進し、教師力向上に努める。 

 また、教師に求める第二の視点は『創造』である。子供の学びは五感を使って体験的に行う

ことが望ましい。地域の人材を講師に招き、地域に立脚し、実態に即しながら、児童のやる気

を高め、思いや願いを基盤とした指導法の工夫を、全学習活動で推進していく。教職員の意欲

的な取り組みをできる限り取り入れていきたい。 

 子どもの心を鼓舞するには、発する側の心を磨くしかない。恩方第二小の児童に「生涯にわ

たってよりよく生きる力」を育てるために、創造的な独自の教育活動によって希望に向かって

自己の未来を切り開いていく活力ある児童を育成していく。 
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Ⅰ．目指す学校像 

 

生涯にわたって学び続ける子供を育て、地域のよさを発信する学校作り 

～地域に開かれた教育課程の創造を目指して～ 

 

 平成２９年度は地域とともにある本校の特色を生かし、保護者や地域に開かれた教育課程づく

りを目指し、より確かな連携を構築していく。本校は市内唯一の特認校として通学路はＪＲ八王

子付近まで及ぶが、本校を母校とする児童であり、八王子っ子を育む思いで各講師の方々には指

導をお願いしている。児童は豊富な体験活動により、上恩方に学び、上恩方の自然に抱かれ、の

びのびと心優しく地域の思いを受け継ぐ存在として育まれている。 

 児童が将来主体的に社会とかかわり地域づくりの担い手として成長するために、「地域とつな

がる子ども」に育てていきたい。それには、自ら課題を見つけ他と協働しながら解決していく力

と、地域の人と自発的・継続的に働きかけ相互の関係を築いていく力の育成が求められていく。 

 今年度も「学びの根っこづくり」をキーワードに、基礎的・基本的な学力の習熟に努め、「ど

う学んだか」を大切にした学び方の習得にも力を注ぐ。言語活用能力を高め、他者から学び、自

らを高めていく力を養う。また、地域の方の思いに触れる様々な体験学習の中で地域に愛着をも

ち、地域のよさを発信する活動に発展させていく。その学習を保護者や地域の思いや願いを生か

す「ふるさと学習カリキュラム」にまとめ、教育課程に位置付けていく。 

以上の考えに基づき経営の理念を「生涯にわたって学び続ける子供を育て、地域のよさを発信

する学校作り」とし、自己の学力向上と人間形成をバランスよく育成するため教育活動を展開し、

保護者・地域と協働しながら地域の信託に応える学校づくりを進める。  

 

（１）目指す学校像   

   ① 児童に生涯にわたって学び続ける力を育てる学校 

   ・思考力・表現力の育成を目指し、確かな学力を身に付ける教育の推進 

   ・自己有用感を育て、励ましをもって希望に向かって自己を高める児童を育成 

   ・地域を学習の場とし、学んだことを表現力豊かに伝え合う学校 

   ・思いやりの心をもち、ともに伸びる学校 

  ②  児童を心豊かに粘り強く育む学校 

   ・全ての児童の自己実現に向けて、教職員が一致協力し全力を傾ける学校 

 ・日々研修に努め、自らの資質能力を向上させる学校 

   ・学校司書・スクールカウンセラー、関係諸機関など多面的に粘り強く育てる学校 

  ③ 地域に信頼される学校として、知育・徳育・体育の調和のとれた「真の学び舎」となる

ために努める開かれた学校 

・児童のよさや可能性が地域の力で発揮される学校 

   ・学校・家庭・地域が育成の心を一つにし、地域とともに歩む学校 
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（２）目指す児童像（教育目標） 

 人権尊重の精神に基づき、人間性豊かで、主体性に富み、たくましく未来を拓く児童を育成 

する。そこで学校教育目標を以下のように定める。 

  かんがえる子   自ら学び、考え、判断する力や豊かな表現力をもち課題を解決する子 

  なかよくする子  規範意識をもち、他者を思いやる豊かな心をもつ子 

  じょうぶな子   健やかな体と強い意志をもつ子 

本年度は「かんがえる子」を重点目標とし、自ら課題を見つけ追究する主体的な学習に取り組み、

学んだことを生活に生かし、自分の考えや能力を発揮する児童をはぐくむ。目指す児童の具体的

な姿として以下の６点を掲げる。 

○ 自ら考え判断する力を伸ばし、他の考えのよさを認め、高めあう子 

○ 習得した力を活用して考えをまとめ、自らを生き生きと表現する子 

○ 自らの可能性を信じ、生涯にわたって学び続ける子 

○ 伝統と文化を尊重し、地域に誇りをもち貢献しようとする子 

○ 自他を尊重し、思いやりの心をもってともに生きようとする国際性豊かな子 

○ 心と体の健康づくりに主体的に取り組み、たくましく生きる子 

 

（３）目指す教師像 

  １．教育公務員としての責任と自覚をもち、公教育を推進する教師 

２．人権尊重の精神を大切にし、教育愛に溢れる教師 

３．地域とともに歩む学校の趣旨を認識し、地域の信託に応える教師 

４．組織として学校の教育課題の解決に励む教師 

５．日々自らの資質能力を向上させる教師 

 

（４）目指す保護者像 

  １．わが子を人間性豊かで可能性を発揮する人材に育てる保護者 

２．学校との連携を大切にし、家庭教育の充実に励む保護者 

３．大人としての責任を果たす保護者 

４．基本的生活習慣の形成と居場所作りに励む保護者   

  ５．子供を地域に貢献する人間に成長させるため、わが身の後姿で育てる保護者 

 

（５）目指す地域像 

１．子供が学びの喜びを発見する地域 

２．大人としての責任を果たす地域 

３．子育て支援のネットワークのある地域 

４．安全・安心な教育環境をもつ地域 

５．子どもの社会性を育てる地域(規範意識や善悪の判断) 
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Ⅱ．中期的目標と方策 

１．確かな学力を育む教育を推進する 

  ①基礎基本を徹底し、話し合い活動を充実する 

      ポートフォリオ等で学びの過程を大切にし、問題解決の段階を通したアクティブラーニン

グを通して思考力・表現力を育成する。基礎学力の定着を図るとともに、家庭教育の手引

きを基にした家庭と連携した家庭学習時間の充実を推進する。 

   また、ペア学習・グループ学習で発表の機会を多く設け、児童に自らの考えや学習の成果

を豊かに表現交換させる。講師や友人など他者の意見から学ぶ力を高める。 

   外国語活動では、国際的な視野に立った自己表現力を身に付けさせる。 

③読書活動の充実を図る 

      図書の時間を充実するとともに、読書への関心を高める図書室環境を司書教諭・学校司書

及び図書ボランティアと協働しながら整備する。掲示など校内の読書環境を整えていく。 

   図書による調べ学習の充実を図り、朝読書・保護者による読み聞かせを推進し、図書委員

会を中心に読書郵便など読書活動を充実させる。 

   家庭での親子読書を呼びかけ、学校・家庭で連携した読書推進運動を展開する。 

  ④少人数学習、複数指導による個に応じる指導の充実  

  ア 少人数授業による指導 

・平成２８年度までの本校児童の実態から、中期的にも少人数学習は『算数科』で行う。 

・３年以上習熟度別編成とする。個に応じた指導を心がける。 

・各学年と少人数担当との連絡を密に行い、指導のずれが出ないよう配慮する。 

   イ 複数の指導者による授業の展開 

  ・ＡＬＴや外部講師による豊かな授業を展開する。また、児童一人ひとりのニーズに応え

た細やかな指導を実現する。複数学年の合同授業の良さも生かしていく。 

  ⑤地域性を生かした教育活動を推進する。 

      地域の教育力を生かした人材を授業に呼び、地域で地域の未来を託す子どもの育成を支援

していく体制作りをする。学区の自然や歴史・文化などに触れ学ぶ活動の中で郷土を愛す

る心を育む。 

２．思いやりの心を育む教育を推進する。 

①道徳教育の充実を図る。 

   ・年間３５回（１年は３４回）以上の道徳授業を行い、人権尊重の精神を培うとともに、

自己有用感を高めていく中で思いやりの心を育み、児童の道徳的実践力を養う。 

 ・道徳の全体計画や年間計画の内容の工夫を図り、他教科・領域と関連付けた全教育活動

を通じた実践を行う。年３回人や物に感謝を表す「ありがとうの木」の活動を行う。 

・道徳授業地区公開講座では内容や時間のとり方を工夫し、心の教育について家庭・地域

との共通理解を図る。 

  ②生活指導の充実を図る。  

 ・安心・安全な校内生活を送れるよう発達段階に即し校内で統一のとれた指導を行う。週

１回生活指導朝会で校内の課題の周知を図る。月目標は翌月に反省を共通理解する。 

 ・課題に対しての組織的な対応を心がけ、全校として迅速な対応が行えるようにする。 

 ・丁寧な対応で家庭と連携し、子ども家庭支援センターや児童相談所・警察など関係諸機
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関との連携を図れるようにする。 

・学校安全ボランティアや保護者等の来校者への挨拶を徹底する。 

③教育相談、特別支援教育の充実を図る。  

ア 教育相談 

・児童理解を細やかに行い、一人の児童のことを全教職員が理解できるようにする。 

・教育相談担当を中心とした組織的・計画的な対応を進め、スクールカウンセラーとの連

携を図る。全児童とスクールカウンセラーとの個別面談を行う。 

・年度当初前年度と今年度の担任で引継ぎを行い、年度末には全校で共通理解を図る。 

イ 特別支援教育  

・特別支援教育コーディネーターは、校内の児童の様子に気を配り、児童や保護者から信

頼を得るとともに、気軽に相談できるようにする。 

 ・特別支援校内委員会を月１回行い、共通理解を図り、特別支援教育の研修も兼ねる。 

・特別支援対象児童を早期発見・対応を図り、保護者や行政、各種機関との連携のもとに

推進する。 

④安全教育の充実を図る。  

ア 避難訓練・安全指導 

 ・東日本大震災の教訓を生かし、発災後の初動対応を全職員で共通理解する。 

・避難訓練を実践的に行い、児童がいざという時に行動化できることを目指す。 

  安全確保（児童、施設、校外の管理内）、緊急時の対応など 

 ・月１回の安全指導を計画的に行うとともに、内容を工夫する。 

イ 安全教育 

 ・セーフティ教室を工夫し、不審者対応訓練やネット犯罪予防を警察や地域と共同で行う。   

 ・全教職員が関わる不審者対応のマニュアルを充実させ、万が一に備える。 

 ・ＳＮＳ恩方第二小ルールの周知を図り、ｅルールを徹底する。 

・自転車安全教室を毎年１年・３年・５年が行い、交通事故防止に努める。  

⑤豊かな人間関係を育む 

      ・学級経営を基盤とし、自他ともに尊重する言語環境から豊かな人間関係を育む。 

   ・委員会活動や清掃活動、低・中・高学年での活動などを通し、集団の一員としての自覚

を高め、高学年が低学年を思いやる配慮や態度を育てる。 

   ・人とのかかわりを重視した学習を通して、思いやりの心や生命尊重の心を育む。 

   ・地域の自然を生かした校外学習や地域の方を招いた授業を通して、地域を愛する地域の

方の心にふれ、郷土を愛し誇りに思う心を育む。 

３．たくましく生きるための心と体の健康をつくる教育を推進する   

  ①健康な体づくりの教育を推進する。 

   「早寝・早起き・朝ごはん」を合い言葉に、児童の生活のリズムを家庭と協働しながら確

立し、心身ともに健康な子どもを育む。また、挨拶の励行や正しい言葉づかい等のよい習

慣づくりの指導を進める。 

    ②養護教諭による歯科指導や発育指導等計画的に行い、健康な体作りを主体的に行う子ども

の育成を目指す。体力テストを確実に行い、結果を考察し、授業改善を図る。日常の体育

授業や行事等で自己記録の向上を目指す児童を育成する。 
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    ③食育を家庭科や学級指導等で、全学年実施する。小中一貫教育資料を活用し、管理調理員

と連携した授業を行う。 

④全学年を通じた性教育を全体計画や年間計画の下、担任と養護教諭、また地域人材の活用 

を図り実施していく。 

⑤薬物乱用防止教育、たばこや酒の害の指導を計画的に行う。（外部講師も招く） 

⑥学校保健委員会を就学時検診前に行い、学校医や薬剤師・保護者との連携を図る。 

 校医による児童・保護者へ向けた講演会を行う。今年度は耳鼻科医の予定。 

４．開かれた学校づくりを推進する 

①地域への関わりを深め地域に貢献する  

・地域の行事へ積極的に関わりを更に充実させ、顔と名前の分かる地域人間関係をつくる。 

・校地周辺の草むしり、落ち葉はき、ゴミ拾いなど、清掃活動を積極的に取り組む。 

・教職員の地域行事への参加・貢献を推進する。 

②近隣校・関係諸機関と連携し情報の共有を図る  

  ・学校だよりを地域に広く配布し校長の経営方針や学校の教育活動の様子を積極的に伝える。 

  ・学校ＨＰを更に充実させ、広く情報を発信する。 

  ・幼稚園、保育園との連携を図る。８月に保幼小連携の日を設け、教員の交流を図る。新入

生に関する情報を積極的に集め、入学期の児童に対する指導を充実させる。 

・八王子市の重要施策である小中一貫教育を視野にいれ、恩方中学校との連携を重視する。

恩方第二小・元木小とも体験学習や各地域行事・スポーツ大会で交流する。 

③形成的学校評価を行う。 

  ・年間を通じてＰＤＣＡサイクルに取り組み、適時評価と改善を行う。 

・保護者学校評価の回収率を高め、結果を学校経営に生かし、素早い結果の公表に努める。 

・児童授業アンケートを工夫し、教員の指導力向上に資する。 

５．教職員の指導力の育成と組織的な学校運営を図る  

①校内研究の充実を図る 

   ・特別な教科道徳を中心に道徳的な実践力の向上を図る。自分の考えや取得した情報を適

切に表現する活動を通し全教科・領域で言語活用能力を養う。 

 ・組織立てた校内研究を計画的に実践する。年３回講師を招へいし授業を公開する。授業

研究を核に児童の道徳的実践力を育て、１２月に研究推進校としての発表を行う。 

・分科会ごとに互いに授業を見合い、教師個々の授業力向上につながる研究とする。 

②その他の研究・研修の充実を図る 

 ・初任者研修や中堅教師の授業力や指導力向上に取り組む。学級経営や校務分掌など多様

な校内ＯＪＴを計画的に進める。 

 ・小教研始め研究会に積極的に参加し、研究授業を積極的に引き受ける。 

③機能的・実践的な校務分掌組織にする  

   ・学校は行政の一機関であり、組織体であることを教職員全体で認識する。 

   ・校長、副校長、主幹、主任教諭、教職員との連携を強め、報告・連絡・相談が適切に行

われるように努める。職員会議の円滑な運営のため企画会を計画的に運営する。  

   ・校務分掌組織の改善の流れを生かす。 

   ・責任分担制と引き継ぎの明確化を図る。情報の管理に充分留意する。 
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  ④事案決定の流れの円滑化 

 ・各主任は教育計画にそって部会を運営し、起案文書を作成する。 

・起案文書の流れを明確にし、起案者から決定権者までスムーズに流れるようにする。 

 ・管理職から指導を受けた起案者は、適切に訂正し部会に図る。 

・ＯＡ機器の活用を進め職員会議の時間短縮につなげる。  

⑤服務事故防止を徹底する 

 ・服務事故は児童・保護者のみならず、市民からの信用を失墜することにつながる重大な

案件であることを、教職員に常に意識させる。 

 ・服務事故研修を定期的に行い、防止に努める。 

 ・服務事故報告は教職員に対し積極的に配布し、警鐘をならす。 

 ・職務上、身分上の監督を行う管理職は、教職員と気軽に話し合える関係づくりに努める。 

 ・万が一事故が起きたときは、速やかに管理職へ報告する。 

６．環境が整備された学校をめざす  

①学習環境の整備 

   ・安全点検を確実に行い、児童の安全管理に充分留意する。 

   ・ヤマメの活動のためにも沢水の管理に万全を期す。 

   ・理科・生活科の体験学習や体力向上を目指すの場としての環境整備を心掛ける。 

・市制１００周年の緑化運動ため、年間を通じて花が絶えない環境を実現する。 

②家庭環境の整備 

 ・緊急時連絡のメール配信システムを全家庭登録を目指し、機敏性を向上させる。 

 ・家庭学習、基本的生活習慣等の家庭の教育力を向上する。 

 ・ＰＴＡの役員継承を図り、学校と家庭との連携を密に行われるようにする。 

 ・さまざまな行事を通じて家庭相互の連携を強め、互いに注意できる関係を実現させる。 

③地域環境の整備 

   ・平成２７年に設置した防犯カメラの稼働状況に注意し、保護者や地域と共同で児童の安

全を守る。メールの送信など情報発信に努める。 

   ・バスの運行に気を配り、安心して乗車できるよう配慮する。 

   ・通学路を確認し、地域安全マップを作成して安全安心な登下校を実現する。 

   ・川や森林、ふれあいの里などの環境を学習活動に生かし、地域愛の高揚につなげる。 

   ・ピーポ君の家への挨拶、放課後子ども教室の学校管理員との交流会を年１回実施する。 

④言語環境 

   ・乱暴な言葉、人を傷つける言葉などが、日常生活からなくす。安心して学べる環境づく

りを教職員全体で取り組んでいきたい。 

   ・ＴＰＯに応じた言葉の使い方を身に付けさせる。（中学にむけて） 

   ・家庭や地域と一体となって言語環境を改善する。 

   ・来校者に自らあいさつのできる児童を育成する。 

   ・教師自身の言語こそ一番の言語環境であることを自覚する。（掲示物も大切な言語環境）。   
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Ⅲ．今年度の取り組みの目標と方策 

１．学校運営 

 （１）学校・家庭・地域の連携によるオンリーワンの学校づくり 

   ・伝統の中に確かな学び・確かな育ちのある学校、児童が誇れる母校へ学校づくりを進める。  

   ・知徳体のバランスのとれた「楽しい学校」を目指し、オリパラ教育を推進する。    

（２）地域に信頼される学校としての確かな歩み  

  ・地域の学校恩方第二小学校として、地域が子供を育てる学校の特色を出す。 

  ・ＰＤＣＡサイクルを生かし、学校評価から学校改善へ導く。情報発信に努める。 

（３）小中一貫教育推進に向け教育活動全体で取り組む。恩方第一小や元木小との小小連携も。 

２．児童 

（１）「かんがえる子」  生きてはたらく学力 

  ・校内研究を軸として、思考力・表現力を育成する。 

  ・基礎基本の定着と発展学習の工夫を行う。読書の推進 

（２）「なかよくする子」 相手を思いやる言動 

  ・あいさつが進んでできる子、きちんとした言葉遣いのできる子を育成する。   

  ・異学年交流の充実を図り、リーダー性を育てる。 

（３）「たくましい子」  元気で健康な子、頑張る子 

  ・心身ともにたくましく、最後までやりとげる子を育成する。 

  ・進んで自己目標に挑戦し、健康な体作りをする子を育成する。 

３．家庭・地域 

（１）学校との一体感、共に歩む関係づくり 

  ・情報の共有化から信頼関係を築き、保護者会・学校公開・地域行事の参加率をアップする。 

（２）家庭教育の充実 

  ・家庭における基本的生活習慣を充実させる。ＳＮＳ恩方第二小ルールの理解、協力に努める。 

・家庭学習の充実、家庭読書活動を推進する。放課後補習への協力を進める。 

（３）地域教育力の充実 

   ・教員と学校運営委員会委員が積極的に話し合い、学校運営の向上に協働する。 

・地域と連携した授業を積極的に行うとともに、児童の健全育成のために力を合わせる。 

４．教職員 

（１）職責を自覚した職務行動 

  ・教育公務員であることを自覚し、自己研鑽に励み、学校の教育課題の解決に励む。 

・未来を担う子どもを育てる崇高な仕事であることに誇りをもつ。 

（２）組織として活性化された力。 

・事案決定の流れを円滑にし、報告・連絡・相談を適切に行う。 

  ・個の力を有機的に結びつけ、組織力を高める 

（３）心身の健康 

   ・自己管理の徹底と、早期発見早期治療。特にメンタルヘルスを重視する。 

５．行政、その他 

（１）文科省、東京都、八王子市の教育施策の具現化。外部機関との連携を密にする。 

（２）外部指導員、学習協力者の活用（補助員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等）、ＳＳＷ等の支援体制 


