
平成２６年度 足立区立桜花小学校 平成２６年６月６日 第１号

開かれた学校づくり協議会だより
開かれた学校づくり協議会 会長 芹沢 勉

芹沢会長のもと、平成２６年度スタート！
５月２８日、本校のランチルームにおいて、平成２６年度第１回「開かれた学校づくり協議会」

が開催されました。前年度に続き、会長に芹沢勉様、副会長に芦川珠美様と田口真樹様が承認さ
れ、正式に今年度の協議会がスタートしました。
昨年度の取り組みの成果を踏まえ、今年度の方針と計画が協議され、承認されました。

協議会次第 平成２６年度委員
（敬称略）

１．開会のことば 会 長 芹沢 勉
２．委嘱状の伝達 副会長 芦川 珠美 田口 真樹
３．区教育委員会あいさつ 委 員 宮本 澄江 仲崎 弘子
４．会長あいさつ 岡田 利恵 野澤 恵子
５．学校長あいさつ 吉田 榮一 石原 雅子

・平成２６年度学校経営案方針について 佐藤 保夫 太田 保夫
６．平成２６年度の組織（案）について 背黒きぬ子 水上 剛
７．平成２６年度の活動（案）について 中島 昌子 高橋 和彦
８．平成２６年度の予算（案）について 宮本 悦子 石井 順子
10．その他・情報交換 等 中山小夜子 佐々木あい子
11．閉会のことば 大星真由美 畠山千亜紀

福田 恵 岡戸 良雄
金田 耕一 土屋 宏幸

◎委嘱状の伝達（教育政策課学校支援担当 高井 正 様より）

高井様より、芹沢会長をはじめ各委員へ委嘱状が伝達されました。

○教育政策課学校支援担当 高井正様 あいさつ

今年度より、本校担当となり、今年度も協議委員の皆様方と共に桜花小の子どもたちのため
に、協議会活動を協力し合って進めてまいりたいと思っています。今年度の足立区開かれた学
校づくり協議会からのお知らせとして、①いじめ防止対策、②個人のプライバシーの保護、
③補助金の減額があります。ご理解ご協力の上、桜花小の子どもたちのために、今年もよろし
くお願いいたします。

○今年度会長（芹沢さん）あいさつ

今年度も会長をということで、責任を感じますが、一年間よろ
しくお願いいたします。今日は第１回目の集まりということです
ので、この１年間、何をどのように進めていくのか協議を進めて
いただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。

○岡戸校長あいさつ

本校に着任して、１ヶ月半、まだまだ桜花小の子どもたちの実
態を十分に把握できていないところもありますが、子どもたちの
よいところ、もっともっと伸ばしていきたいところを整理し、さ
らに伸ばしていきたいと思っています。学習をはじめ、生活習慣
など、学校だけでは十分に進めていくことはできませんので、家
庭・地域の皆様と力を合わせて進めてい きたいと思っています。
桜花小の子どもたちのために、１年間、ご支援・ご協力の程よろ
しくお願いいたします。



◎平成２６年度の桜花小学校教育重点方針

○基礎的・基本的な学習内容の定着
・教員は指導方法の工夫に努め、国語と算数の単元テストの８割以上の内容を８割以上の児
童に定着させます。

・桜花ステップアップテストを実施して基礎学力を定着させます。
・補習教室を充実させて、必要な児童への支援を強め基礎学力をつけます。学生ボランティ
ア等の協力を得て、図書室での学習も可能な限り実施します。

・宿題を実施することで、家庭で学習する習慣を育てます。
・協議会との連携を基に｢桜花基礎学習教室｣を実施します。

○心の教育の充実と自己肯定感の育成
・あいさつ習慣の定着を推進します。進んであいさつのできる児童、丁寧な言葉遣いのでき
る児童を育成します。

・｢一日一賞賛運動｣を推進します。自分が愛されていることに気づき、必要とされていること
に気づく｢自己肯定感｣を高めるため、小さなことでも積極的に褒める場面を増やします。

・言語活動を高め、情操を豊かにするための読書活動を推進します。御家庭でも本を読む習
慣を始めましょう。

・全ての児童にとって人権が尊重され、いじめのない、学校が安心で安全な場所となります。
スクールカウンセラーによる、きめ細やかな相談体制を設けます。

・特別支援教育の推進を図ります。支援が必要な児童に対して、適切な指導を行い、将来の
自立を目指すことのできる児童を育てます。

○健康な体づくりと体力の向上
・体力強化月間を設定し、持久力のある児童を育てます。自己ベストを更新できるよう、目

標をもって体を鍛える指導を行います。体力調査を基に、データによる系統的な体力向上
を図ります。

・「早寝・早起き・朝ご飯」を推進します。強化月間を設定しますが、各御家庭で主体的に取
り組まれるようお願いします。

・食育教育を推進します。なぜ食事をすることが大切であるか、好ましい食習慣等について
指導を行います。

○平成２６年度 足立区立桜花小学校 開かれた学校づくり協議会活動計画

１．開かれた学校づくり協議会の役割と目標について
（１）協議会の目標

①地域に根ざした特色ある学校づくりを進めていく。
②学校支援の活動をより充実させていく
③家庭の教育力と地域の教育力を向上させていく。

（２）協議会の機能
①協議機能

学校の現状や課題を教職員や保護者と協議する
②評価機能

学校関係者評価、学校評価に参画する
③支援機能

学校運営に参画する、地域の人材を活用する。
④調整機能

学校・家庭。地域の役割分担をし、調整をする
⑤実施機能

地域資源の活用した土曜事業及び家庭教育部会等の事業を実施する。

早寝・早起き・朝ご飯は毎

日。進んで運動し、体を鍛

える

学んだことを復習し、自分

の生活の中にいかして使え

るようにする

進んであいさつし、丁寧な

言葉遣いで、自他を大切に

する



２．桜花小学校開かれた学校づくり協議会 活動の基本理念
（１）三者協働体制の発信機関となり、児童の人間力を高めるため、何ができるか何をしなけ

ればならないかを考えて、行動する。（人間力とは、たしかな学力を身に付け、心豊かに
たくましく生き抜く力ととらえる。）

（２）「おうかの子」を合い言葉に、協働する。
「お」→思いやる子→思いやりのある子
「う」→運動する子→たくましい子
「か」→考える子→よく考える子

（３）育てたい力と支える活動
① 基本となる学力→サタディースクール「桜花基礎学習教室」活動→（か）
② 豊かな心→挨拶運動や奉仕活動→（お）
③ 健康な体→給食試食会・講演会→（う）
④ 基本的な生活習慣や家庭学習習慣→家庭教育の向上(総合）

（４）本会議は、実践的な活動組織
地域・保護者・学校の代表者で構成されている。それぞれのよさを活かして協働し、発
信する核となる組織である。

３．今年度の重点
○基礎学力の向上への取り組みを継続

（区学力調査目標値通過率 ２５年度 ６６％、２６年度 ７２％突破）
○校外における挨拶習慣の定着→「挨拶応援隊」の継続
○家庭の教育力の向上→子育て講演会の検討

４．分掌組織について
役 割 委 員 氏 名

活動の方向検討 会 長 芹沢 勉
企 協議会の進行計画 副会長 芦川 珠美
画 田口 真樹
部 校 長 岡戸 良雄

副校長 金田 耕一
○登下校の挨拶運動と見守り 推進責任者（中島昌子委員）

挨 ・家の前で挨拶声かけ 佐藤保夫委員・太田保夫委員
拶 ・「８・３運動」 石井順子委員・佐々木あい子委員

・地域の挨拶運動への拡大 吉田榮一委員・
奉 ○桜花クリーンデー 推進責任者（仲崎弘子委員）

活 仕 月１回、13:10 ～ 13:30 宮本澄江委員・水上剛委員
○小中連携クリーン作戦 高橋和彦委員・福田恵委員

土 学 ○サタディスク－ル 推進責任者（芦川珠美委員）
動 曜 習 「桜花基礎学習教室」での支援 田口真樹委員・野澤恵子委員

事 支 月１回の土曜日 岡田利恵委員・大星真由美委員
業 援 8：45 ～ 11：45 石原雅子委員

部 ○漢字検定（８・２月） （他ＰＴＡ有志＆ボランティア）
家 健 ○体づくりと家庭教育 推進責任者（畠山千亜紀委員）
庭 康 ・給食試食会、講演会 中山小夜子委員・宮本悦子委員
教 推 ・基本的な生活習慣の定着
育 進

○広報活動 推進責任者（金田耕一副校長）
広 ・協議会の記録 事務局委員（土屋宏幸主幹）
報 ・協議会だよりの作成発行

全 ・各部会の活動報告 ・司会は副校長
体 ・次回の活動計画の確認 ・開会・閉会の挨拶を委員が輪番で
会 ・活動の評価 行う

○平成２６年度 開かれた学校づくり協議会事業計画

◇協議会・情報交換会

実施予定日 事業名 事業内容

５/25(日) 運動会 児童の体育学習の参観
５/28(水) 第１回協議会 協議会要綱及び年間計画の説明・策定等
６/７～ 12 第１回学校公開 授業診断、学校・児童の状況把握
６/12(木) 第１回学校説明会 学校経営方針・児童の活動の実態の確認
６/23(月) 演劇鑑賞教室 演劇鑑賞教室の参観と児童の状況把握 （３・４校時）



９/28(日) 桜花まつり 桜花まつりの参観と児童・保護者の状況把握
10/８(水) 第９ブロック連合運動会 連合運動会を通して本校並びに他校６年生の状況把握
10/14 ～ 18 第２回学校公開 授業診断、学校・児童の状況把握
10/15(水) セーフテｲ―教室 防犯安全教育に関する意見交換会（２・３校時）
10/17(金) 第２回学校説明会 学校経営方針・児童の活動の実態の確認
10/17(金) 第２回協議会 授業診断、学校評価、学校・児童の状況把握
11/21 ～ 22 音楽会 音楽会鑑賞と授業参観、児童の状況把握
11/29 (土） 小中連携クリーン作戦 花畑北中と合同のクリーン作戦の参加と小中連携の実態把握
12/１(月) 給食試食会及び 給食試食・参観、児童の状況把握

第３回協議会
12/13(土） 桜花子どもまつり 桜花子どもまつりコーナー開催、児童の状況把握
１/13、16 ふれあい給食 地域の高齢者との交流
２/12(木) 第４回協議会 授業診断・学校評価 学校関係者評価原案の作成
３/４(火） 卒業を祝う会 卒業を祝う会の参加と卒業生・保護者との懇談
３/３(火） 第５回協議会 学校関係者評価原案の承認と来年度の協議会に向けて
３/25(水) 卒業式 卒業式の参加と懇談

◇家庭教育部会

実施予定日 事業名 事業内容
通年 あいさつ運動 地域の方々のあいさつ運動(あいさつベスト活用）

８月 漢字検定 親子で漢字検定
２月 漢字検定 親子で漢字検定
１月 13、16 日 ふれあい給食 １年・３年と地域の高齢者との交流
２月 あいさつ応援隊給食会 児童とのふれあい給食
未定 家庭教育学級 講演会

◇土曜事業・土曜事業連携事業（予定） ◇クリーンディ実施予定日

実施予定日 事業名 事業内容 月 前 期 月 後 期

５/31(土) 桜花基礎学習教室 基礎基本の定着を図り、活用能
力を高める土曜補充学習教室 ４ 30（水） １０ 22（水）

６/28(土)
７/19(土) ５ １１ 29（土）
８/30(土)
９/13(土) ６ 17(火） １２ 15（月）
11/８(土)
12/20(土) ７ 11（金） １ 27（火）
１/24(土)
２/28(土) ８ ２ ９（月）
３/14(土)

９ ２（火） ３ ５（木）

ご都合により、ご欠席の協

議委員、中山小夜子委員・

宮本悦子委員には、別途、委

嘱状をお渡し致しました。

次回の予定 11/29（土）
小中連携クリーン作戦

【秋季学校公開週間】 １０月１４日（火）～１８日（土） 桜花小学校・花畑北中学校
の児童、生徒、保護者が協力

【第２回開かれた学校づくり協議会 】１０月１７日（金） し合い、地域の清掃活動を行
○学校説明会 14:30 ～ 15:00 います。多数のご参加をお願
○全体会 15:05 ～ 15:45 いいたします。

（詳細は後日お知らせします。）


