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 平成３１年度 学校経営計画 足立区立鹿浜西小学校 

 

学校長 飯島 淳 

１ 学校教育目標 
○元気な子・・・・心豊かで健やかな体をもつ子ども 

○考える子・・・・よく考え、工夫・発見する子ども 

○やりぬく子・・・最後までやりぬく子ども 

○助け合う子・・・友達と力を合わせ助け合う子ども 
 

２ めざす学校像、児童・生徒像、教師像 

○学校像 

◎子どもが主役の安全で楽しい学校 

・児童の生活指導上の問題に学校全体として対応できる学校 

・子どもに自己肯定感をもたせることができる学校 

・家庭や地域と連携を大切にし、子どものために協働できる学校 

○児童・生徒像 

◎知・徳・体をバランスよく身に付けた子ども 

・基礎学力を確実に身に付け、活用することができる子ども 

・相手を認め尊重し、自分の目標に向かって頑張ることができる子ども 

・外で元気よく遊んだり、自ら進んで運動をしたりする子ども 

○教師像 

◎服務の厳正を期し、児童・保護者から信頼される教師 

・教師としての自覚と責任をもち、自己の力の向上に日々取り組む教師 

・児童の問題や課題の解決に向けて根気強く取り組める教師 

・心身ともに健康で児童に厳しさとやさしさをもって接することができる教師 
 

３ 学校の現状及び前年度の成果と課題 
【学校の現状】 

児童は大きな怪我や事故もなく、元気に学校生活を送っている。全校朝会や集会での整列・話の聞き方

等から落ち着いた様子が分かる。全校で取り組んでいるあいさつ運動も定着してきて元気のよい挨拶で１

日が始められるようになった。基礎学力の向上の中で個人差に応じた指導と家庭学習の習慣化については

具体的な手立てを考え、取組中である。これから児童に主体的・対話的で深い学びをさせるための授業改

善を図っていくことが重要である。「まずはやってみる。」という気持ちを大切に教員には日々研鑽に励ん

で欲しい。 

【前年度の成果と課題】 

＜成果＞ 

・学力の向上に関しては学力調査や各種テストの結果を分析し、実態を把握した上で授業の充実を図る

という一連の流れが浸透し、基礎学力向上に取り組めるようになっている。 

・学校全体で授業規律の徹底に取り組み一貫性のある指導ができている。また、下敷きやものさしを使

用して丁寧に板書を写したり、児童が自分で工夫してまとめたノートをお手本として掲示したりとノート

指導にも力を入れることができた。 

・単学級ということで異学年交流の機会を意図的に多く設けるようにした。その成果として児童に連帯

感が生まれ、他学年の児童とも楽しく過ごしている姿を日常生活の中で多く見られるようになった。 

・保護者や開かれた学校づくり協議会委員による「読み聞かせ活動」や図書ボランティアによる学校図

書館の整備などにより読書活動を充実させることができた。 

＜課題＞ 

・家庭学習の習慣化を図ってきたが、家庭により意識に差があり、なかなか目標が達成できていない。

家庭への働きかけの他に具体的な手立てを講じる必要がある。 

・小中連携では授業研究に関しては成果があったが、授業規律や生活指導面については話し合う機会が

なかったので今後の課題としたい。小中で連携することを考慮した上でまずは小学校同士の足並みをそろ

えていければと思う。 
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４ 重点的な取組事項 
番

号 
内容 

実 施 期 間 

29 30 31 32 33 

１ 基礎学力の向上 ○ ○ ○ ○  

２ 
豊かな心の育成 

 
○ ○ ○ ○  

３ 
基礎体力・運動能力の向上 

 
○ ○ ○ ○  

 
 

５ 平成３１年度の重点目標 
 

重点的な取組事項－１ 基礎学力の向上 

Ａ 今年度の成果目標 
平成３１年度区学力調査目標通過率と 
年度末の到達目標 

前年度よりも通過率を５％向上させる。 
国語・算数ともに７５％ 
学 力 到 達 度 テ ス ト         
２科平均通過率８５％ 

Ｂ 前年度の取組み内容 

項目 具体的な方策 

授業規律の徹底と授業力向上 
 

 
○足立スタンダードを基本として「めあて・課題解決・まとめ」の授
業の流れを１時間の授業の中で行う。 

◎一貫した指導を行うため「鹿西学習のきまり」を改定し、学習規律
や学習用具の徹底を図る。 

○校内研究や教科指導専門員による指導を日常の授業に生かし、授業
力の向上を図る。 

○教室環境を整える。 

基礎学力の向上策の実践 
 

◎月・火・木・金曜日の１３時２０分から１０分間をパワーアップの
時間とし、国語と算数の基礎・基本の学習に取り組む。 

 
○火曜日から金曜日の朝１０分間を朝読書の時間とする。併せて保護
者や開かれた学校づくり協議会委員の方による「読み聞かせ」を実
施する。 

 
○放課後補充学習を実施する。 
・月・木・金曜日の放課後約３０分間「復習学習」「個に応じた学習」
を行う。 

家庭学習の習慣化 
 

 
○年度当初に家庭学習の内容と方法を周知する。 
 

  

Ｃ 前年度の成果と課題 

○学力調査や各種テストの結果を分析し、実態を把握した上で授業の充実を図るという一連の流れが浸

透し、基礎学力向上に取り組めるようになっている。 
○授業規律の徹底に取り組み一貫性のある指導ができている。また、下敷きやものさしを使用して丁寧に
板書を写したり、児童が自分で工夫してまとめたノートをお手本として掲示したりとノート指導にも力を
入れることができた。 
●家庭学習の習慣化を図ってきたが、各家庭の温度差があり、なかなか定着できていない。宿題はやるが、
児童が自主的に学習に取り組むまでに至っていないのが課題である。 

●水曜日のぐんぐんタイムの時間が十分に確保することができなかった。 
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Ｄ 今年度の目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

学習指導要領と足立スタンダード
に基づいた授業力の向上 

主体的・対話的で深い学び
を目指した授業実践        
全クラスで試行 

足立スタンダードの実践 
９０％ 

 
◎授業改善の視点を明確にして全クラス
で授業改善に取り組む。 

○足立スタンダードの指導法の確立 
○校内研究が授業改善に直結するように
研究テーマを決め、研究を進める。 

○自己申告時以外の１単位時間の授業観
察の実施とその後の指導・助言 

○都教職員研修センター等の研修や他校
研究発表会に積極的に参加し、研修の
成果を学校に還元する。 

基礎学力の向上策の実践 
 

２回目の学力テスト再調査
４月の通過率より１０ポ
イントアップさせる。 

３回目の学力テスト再調査 
通過率８５％以上にす
る。 

 
◎月・火・木・金曜日の１３時２０分か
ら１０分間をパワーアップの時間と
し、国語と算数の基礎・基本の学習に
取り組む。 

・言語学習が主になるが、短作文等も入
れて、マンネリ化させない。 

○火曜日から金曜日の朝１０分間を朝読
書の時間とする。併せて保護者や開か
れた学校づくり協議会委員の方による
「読み聞かせ」を実施する。 

○図書ボランティアの協力も得て、魅力
ある学校図書館づくりを推進し、児童
が意欲的に活用できるようにする。 

○放課後補充学習を実施する。 
・月・木・金曜日の放課後約３０分間「復
習学習」「個に応じた学習」を行う。 

・東京ベーシックドリルを効果的に活用
する。 

 
○管理職による補習 
・区学力調査の結果から抽出（Ｄ層） 
・対象児童の学年は基本５・６年 
・課題を明確にしてその課題がクリアで
きたら他の児童を指導する。 

家庭学習の習慣化 
 

宿題忘れゼロにする。 
家庭学習ノートの提出率 
８０％以上を目指す。 

 
○「音読」「漢字ドリル」「計算ドリル」
「視写」等、発達段階を考えて宿題に
する。 

○宿題提出を登校後すぐに行わせ、宿題
未提出者を把握し下校するまでに提出
させる。 

○家庭学習ノートを用意し、進め方を説
明する。定期的（最低週１回）にノー
トを点検し、指導や助言等を行ったり、
励ましたりする。 

○工夫されたノートはお手本として紹介
し、児童の意欲を喚起するとともに他
の児童の学習の幅が広がるようにす
る。（教室内に掲示し、多くの児童のノ
ートになるよう配慮する。） 
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重点的な取組事項－２ 
豊かな心の育成 
 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 

○幼保小中の連携を活性化し、生活習慣及び豊かな心を育む。 
○異学年交流の機会を多くつくり、児童同士の連帯感を築く。 

○小中連携協議会を年８回実施。幼保小
連携は児童と園児の交流は年２回、教師
同士の交流は互いに年２回行う。 
○縦割り班活動を中心とした異学年交
流を年１０回以上は行う。 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 
項目 達成基準 具体的な方策 

５校で小中連携し、学習内容のつ
ながりや学習規律の共通理解を
図る。 
 

○合同授業研究会年３回実
施（小学校２回、中学校１回） 
○全体会年２回 
○指導案検討会年３回 

○鹿浜菜の花中学校・鹿浜第一小学校・
鹿浜五色桜小学校・北鹿浜小学校との
５校合同による小中連携研究会を実
施する。 

・年間８回の実施 
・学習規律についても情報交換 

鹿浜愛育幼稚園との連携を充実
し、具体的な連携策を定着させ
る。 
 

○園児の小学校体験年２回
実施 

○交流の時に１・２年生から
の読み聞かせを実施 

○教員同士の相互見学年２
回実施 

○確定した連携日の一覧表を年度当初
に全職員に周知徹底する。 

・１年間を見通した計画を立てる。 
・１・２年との交流の内容を工夫する。 
・それぞれの指導に対する理解が深まる
ようにする。 

縦割り班活動を中心とした異学
年交流を充実させる。 
 

○交流の機会を年１０回以
上確保する。 

○行事の時だけでなく、日常的な縦割り
班活動も実施する。 

・縦割り班遊びを定期的に実施する。 
・６年生の班長や副班長を中心とした自
主的な活動になるようにする。 

・全校で一緒に実施する行事の時には一
体感が図れるような工夫をする。 

 

重点的な取組事項－３ 
基礎体力・運動能力の向上 
 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準 

○基礎体力・運動能力の向上 

体力調査で全学年区・都の平均を上回る。 
Ａ評価２割・Ｂ評価４割・Ｃ評価２割・Ｄ
Ｅ評価２割を目指す。 
特に投力の向上を図る。 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 
項目 達成基準 具体的な方策 

自分の基礎体力を知る。 
 

全国体力・運動能力調査で全
校児童６割がＢ段階以上 

○全国体力・運動能力調査を実施する。 
・年２回実施（６月、２月） 
○コーディネーション運動の実施 
・体育の準備運動としてコーディネーシ
ョン運動を活用して体作りの実践 

・コーディネーション運動の講師を招い
て年間６回指導を受ける。 

○投力向上の運動を継続する。 

毎日の運動を楽しみ、身体を鍛え
る。 
 

１日６０分の運動量の確保 
１週間で３００分間の運動
量の確保 

○３分間走を実施する。 
・中休みの終わりの３分間を利用する。 
○大縄（８の字）の取組をする。 
・各学年、区の目標回数を超える。 

規則正しい生活習慣の確立 
「早寝・早起き・朝ごはん」 
 

健康作りの３本柱である「運
動・栄養・休養」の定着 
 

○生活頑張り表を活用し、定着を図る。 
・年間で３回実施 
・データを分析して児童を支援する。 
・保護者への啓発も行う。 

 


