
平成２９年度学校経営方針 

亀山市立川崎小学校 

★めざす学校像 

ふれあいを通して人と人がつながり、学びにあふれる学校 

■ 保護者・地域と情報共有しながら協働し、大人も子どももつながる

■ 豊かな学び・確かな学びが実感できる、笑顔あふれる教育活動を創造する

★重点取組み 

（１）保護者・地域との強い連携により、特色ある教育活動と安心安全な学校づくりを進めます。 

○学校運営協議会を中心に、保護者や地域に開かれた学校運営

・「地域の核となる学校づくり」 ・地域の歴史・文化・人材を活用した学習 

・地域と連携した交通安全・防災・防犯訓練の実施

○家庭での望ましい学習習慣と生活習慣の確立

○学校情報の積極的な発信

○保護者、地域とともにすすめる教育環境の整備

（２）自分と仲間を大切にする心と実践力を育む教育を進めます。 

○学校全体での組織的な生活指導体制の確立

○児童・保護者との信頼関係を基盤とした児童理解   ・支援の充実

・診断調査の活用 ・児童理解に係る校内委員会 ・不登校、いじめ未然防止

○自らの生き方や人とともに生きる意義を学ぶ学習

○自治活動・奉仕活動・芸術活動の充実による自己有用（肯定）感の向上

○保健指導・健康教育・食育等の充実

（３）学びの基礎を充実し、誰もがわかる主体的で対話的な授業へ改善を進めます。 

○川崎小の「学びに関するスタイル」を柱とした授業づくり

○学級経営の充実と学級づくりの視点を取り入れた授業研究

○ 主体的で対話的な授業への改善

○指導法と指導機会の工夫による基礎学力の定着

（４）教職員が子どもたちの教育実践に力を発揮できる環境づくりを進めます。 

○総勤務時間の縮減、教職員の過重労働による健康障害防止

○「明るく、仲良く、元気よく」校務に取り組む職場風土

○ 教職員が互いに学びあえる研修の推進

○法令遵守意識の向上、ハラスメントの防止
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平成２９年度 学校自己評価書 亀山市立川崎小学校 

主な評価項目 今年度の取組と成果 課題と今後の改善策

開かれた 

学校つくり

・「川崎ふれあいフェスタ」を始め学校運営協

議会が主催する学校と地域の連携協働行事

を多様に開催することができた。 

・自治会、まちづくり協議会の協力により地域

に学ぶ活動が数多く実施された。地域の歴史

や文化、人材を活用した学習は高い評価とな 

った。（人ものに出会う勉強 94.2％児童、特色

ある学校づくり 98％保護者） 

・学校運営協議会活動に文科表彰を受ける。 

（平成 29 年 12 月 7 日） 

・校舎建築が進む中、本年度も充実した活動

を実践できた。次年度は校舎完成に伴い、地

域活動室を拠点とした新たな連携協働へ取り

組んでいく。 

・「教育」「子育て」について、学校と家庭の連携

をさらに深める必要がある。学校からの発信啓

発の充実と保護者の学校参画を推進し、家

庭学習、健康・食教育、子育てに関する親の

繋がりなどの充実を図る PTA 活動改善に取り

組んでいきたい。 

危機管理

保健安全

・危機管理マニュ、安全計画を見直した。職員

の対応能力向上に市防災担当を講師に「危

機管理研修会」を実施した。 

・地域と連携した交安教室、避難･引き渡し訓

練、防犯・薬乱防止教室を開催。 

・肥満や睡眠を視点に児童への保健指導に

関する授業と講演を養護教諭より実施。 

・校舎改築に伴う工事中の児童の安全確保と

校内環境の整備に努めた。 

・子どもの安全を守る活動の主体拡大を図

る。 ・受動的な訓練から、様々な状況下で子ど

も自らが判断し実行できる交安・防犯・防災訓

練へと取組を強化していきたい。 

・学校の保健管理の他、保護者や地域と連携し

た生活習慣の改善に継続して取り組む。 

・工事期間中の安全管理と２期工事後の円滑

な移転作業を保護者地域との協働で進める。 

教育課程

学習指導

・地域関連学習を生活科や総合の指導計画

に位置付け実践することができた。 

・川崎小「学びのスタイル」により全校で統一

した授業形態づくりを進めた。学期初めには

強化週間を設定、学習規律の徹底を図る。各

学年で落ち着いた授業が実施されている。 

・３学期より新学習指導要領に対応する外国

語学習を開始。（3456 年 朝の短時間学習） ・

外国語活動や道徳について教職員が主体

的な研修を進め理解を深めることがでた。 

・地域の歴史文化人材から学ぶ地域関連学習

をカリキュラムに位置付け、新学習指導要領が

求める「開かれた教育課程」の実現を図る。 

・地域家庭との連携により体験活動の場を充実

させる。「自ら課題を見出し、考え、解決活用

（発信）する力の育成」に必要不可欠な要素。 ・

「外国語」「道徳」など新要領への移行を着実

に進めるとともに指導力向上の研修を推進。 

・誰もが安心して学び合える学習集団づくりの

ため授業規律や学級経営の充実に注力する。 

生徒指導

・「子どもの理解を深める委員会」を組織。定

期開催し支援と生指の統合で体制強化を図

る。 ・情報共有が密になされた。迅速な初動

対応が可能となり問題行動の未然防止となっ

た。 ・児童会から、あいさつ運動や集会での

委員会発表など自治向上の提案が数多く

なされた。人権教育の取組とも連携し、あいさ

つや相手の気持ちを考えた行動をさらに向

上させたい。 

・「子どもの理解を深める委員会」を通じて全校

体制での情報共有と見守りや指導充実を図る。

いじめ不登校の未然防止をさらに進める。 

・児童会活動による自己指導能力の向上。 

・研修に仲間づくりを位置づけ、誰もが安心して

学習に取り組める集団づくりを進める。 

・PTA 活動として取り組んでいる生活習慣チェッ

クの継続。スマホ使用の改善を図る。地域の方

と協力し、あいさつや人との交流に力を入れる。
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主な評価項目 今年度の取組と成果 課題と今後の改善策

学力向上

少人数指導

・全国学テ、みえスタにおいて学習理解度の

向上が見られた。 

・教職員全員による学校体制での調査分析研

修を実施しし授業力向上に努めた。 

・習熟度に応じた指導を 356 年算数で実施 

（「少人数学習はよくわかる」児童 87.3%） 

・「家庭学習の手引き」を配布し保護者と連

携した家庭学習の定着を図った。 

・学習ボランティアの活用が拡がった。（新規

大学生ボラ２名、英語ボラ１名） 

・補充学習、サマースクールを実施し基礎学

力の定着を図った（授業が分かる 90.7％）。 

・調査分析による授業改善活動の推進（継

続）。 ・本年より取り組んだ授業を３場面（見通

しを持つ、言語活動、振り返る活動）に整理し

た授業改善、指導力向上に関する研究を継続。 

・学級増のうえ、職員増加が見込めない状況の

中で少人数や習熟度別指導をいかに実現して

いくかを検討。学習ボランティアの活用推進。 ・

保護者地域と連携を図った家庭学習の定着。

（宿題以外家で勉強をほとんどしない 33.6%） ・

「子どもの能力を引き出そう、より良い授業へ

の改善を図ろう」とする教職員の意識を学校全

体でさらに育んでいきたい。 

人権教育

道徳教育

特別支援教育

情報教育

食育 等

・低中高学年別に人権集会を実施。児童相互

が全体で考え話し合う場を持つことができ

た。 ・道徳の授業研究会を開催。推進教員を

中心に教科化への対応（内容の理解、次年

度指導計画の先行作成）が進んだ。 

・年２回の QU 調査実施し児童理解を図った。

（自他を大切にする心の育成 96％保護者） 

・「子どもの理解を深める委員会」をもとに適

時にケース会議を開催し、情報共有と組織

的な支援を組織的に行うことができた。また、

関係機関との連携により支援体制を強化でき

た。 ・タブレット活用の研修会（危機管理と情

報モラル）、情報機器を用いた授業研究を実

施。 ・栄養教諭の配置と新しい給食施設によ

り、高いレベルでの給食提供と衛生管理を

行うことができた。 

・ＮＨＫ音楽コンクールへの出場や芸術鑑賞

の機会を増やすことができた。 

・人権意識と自己肯定感、所属間の向上を図り

問題行動の未然防止に力を入れるため、児童

の日常の姿から、思いやりや規範を守る行動を

取りだして学校全体のものとする指導を行う。 ・

「考え議論する道徳」の実践研究。 

・「子どもの理解を深める委員会」にて、個別の

指導計画や支援計画の見直しを行っていく。保

護者や関係機関との共有を図り、学校内外との

確実な連携引継ぎを行う。 

・教職員の情報スキルのレベルアップ研修を

推進する。また、子どもたちの情報モラルを高

める授業や行ったり教室を開催したりする。 

・食指導とともに児童の食習慣改善の家庭啓

発を進める。新入生を含めた全児童のアレル

ギー対応の徹底を図る。 

・学習成果の発表や豊かな情操を養う機会を

更に増やしていく。 

総勤務時間

の縮減

・労働衛生委員会を定期に開催し、勤務時

間と職務環境の管理安全活動を充実させ

た。職員同士が互いの仕事を理解し支え合う

職場意識が醸成されている。 

・会議の精選と効率化、定時退校日の設定、

変形労働の適用拡大などにより、時間外勤

務時間が減少している。（目標値：月平均―５

時間を継続中 ～1 月末） 

・「明るく仲良く元気よく」働く職場風土づくりを

職員が意識し、声に出して取り組んでいる。 

・互いが互いを気遣い、誰もダウンしないさせ

ない職場づくりを今後もめざす。 

・本年度の取組を継続し、成果が見られた時間

外勤務の縮減をさらに進める。 

・職員の休暇取得状況の改善が課題。年次

休暇や特別休暇の行使を高め、週休日や休

日が完全な休息日となるような環境改善が必

要。 

・安全衛生委員会を定期的に開催し、個別

の職員の勤務状況の把握と健康被害の未然防

止を徹底する。 
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行動計画 今年度の進捗 成果 次年度にむけて 

１ 

学校運営協議会を中心に、保護者や地域

に開かれた学校運営に努めます。 

・「地域の核となる学校づくり」（学校運

営協議会行事） 

・地域の歴史文化人材を活用した学習 

（地域学習・フレンドリークラブ） 

・地域と連携した交通安全、防災、防犯

訓練の実施 

・学校運営委員会、PTA と連携し年間

計画に沿って実施 

・「地域関連学習」は 12 月まで計画通

りすべて実施 11 月ふれあいフェス 

550 名来校 

・「交通安全教室」（12 年 5/21、3～6

年 10/3 実施） 

「防災訓練」（避難経路確認 7/4、避難

緊急引渡 11/18）「防犯訓練」（防犯教

室 7/3） 

・学校運営協議会や

PTA と協働を図り 

ながら、地域の人的

資源や文化施設を地

域関連学習や体験活

動に活かし、計画的、

系統的に進めてい 

く。 

２ 

家庭での望ましい学習・生活習慣の確立

をすすめます。 

・家庭での生活習慣改善（家庭学習、 

読書）啓発 

・「ﾁｪｯｸｼｰﾄ」「学習手引き」活用 

・児童会でテレビ、ゲーム、スマホ等の

使用時間短縮を啓発 

・生活習慣ﾁｪｯｸｼｰﾄを 6,9,11 月実施 

家庭学習や読書等を啓発 

・「学習の手引き」を児童配布 

家庭学習を啓発した 

・児童集会にて家庭での過ごし方につい

て啓発 

・自分のこととして

とらえやすくするた

め、児童集会等で児

童自ら発信すること

をさらに進めてい 

く。 

３ 

学校情報を積極的に発信します。 

・土曜授業他、授業公開日の設定 

・学校行事、地域の行事を公開 

・学校だより等にて情報を発信 

・学校ホームページを定期的に更新 

・5/20、11/18、2/17 に土曜授業実

施 

・学校たより 12 号まで発行（～1/15） 

・ホームページ月 3～4 回更新 

・今年度同様、学校

からの情報発信に努

める。 

・学年の取組につい

て積極的にホーム 

ページ等で知らせ 

る。 

４ 

保護者、地域とともに教育環境の整備を

すすめます。 

・校舎移転作業に係る安全確保と整備 

・校舎建築中の安全確保 

・危機管理マニュの職員学習会実施  

・5/13 学校、地域、保護者約 330 人

参加で引っ越し作業実施 

・地域、保護者に工事定例会の内容報告 

・10/20 に危機管理室長を講師に「危

機管理研修会」を実施。 

・工事の進捗状況を

見ながら、適切な安

全確保と環境整備に

努める。 

・2 期工事後の引っ

越し、竣工式への安

全な対応 

【１】保護・地域との強い連携により、（開かれた）特色ある教育活動と安心安全な学校づくりを 

進めます。 〔地域連携、地域学習、生活習慣、交通安全、防犯防災 等〕 

★H２９川崎小学校重点目標達成に向けた行動計画の進捗 まとめ 
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行動計画 今年度の進捗 成果 次年度にむけて 

１ 

学校全体での組織的な生活

指導体制を確立します。 

・生徒指導委員会の定期開催 

・学級づくりについての研修

実施 

・夏季休暇に学級づくり研修会実施

心にとめる子の共有、ブロック別学

級づくり学習を実施 

・QU 調査と活用した仲間づくりの

研修会を実施 

・来年度もＱＵ調査を２回実施。

調査後、活用方法の研修実施 

・心にとめる子と周りの子の関わ

りの変容に関する研修会開催。 

（６月、夏休みに各１回） 

２ 

児童・保護者との信頼関係を

基盤とした児童理解・支援の

充実をはかります。 

・ＱＵ、シグナルⅡ実施 

・不登校、いじめ未然防止の

ための情報共有 

・特別支援に関する組織向上 

・個別の指導計画、支援計画

作成と手立て見直し 

・「子どもの理解を深める委員会」

を組織した。「子どもの理解を深め

る委員会」にて特支コーデより要支

援児童の状況変化と指導履歴を管

理提案、全校で情報を共有 

・ケース会議では学校としての指

導、支援の方向性を決定 

・指導支援計画は毎学期加筆修正、

２期懇談会では保護者と学校の双

方で記載内容の確認修正を行った。

・今年度同様「子どもの理解を深

める委員会」を定期に持つ。児童

の状況変化をつかみ、全校の情報

共有が進める。 

・来年度は、特別支援学級の児童

の保護者に、1 学期末懇談会で指

導支援計画の確認修正をする。 

３ 

自らの生き方や人とともに

生きる意義を学ぶ学習の場

を設定します。 

・学級、学年の自治活動設定 

・ペア学年活動 

・人権集会でブロック別活動 

・学年目標をもとに人権集会を実施

 低  中 2/17 高   実施 

中高学年は語り合う場を持つ 

・道徳教育の充実を図るための

H30 から教科化となる道徳の指導

計画を先行作成 

・来年度も人権集会を実施。 

・新しい道徳の指導計画作成とと

もに人権教育の年間指導計画を見

直す。 

４ 

自治活動・奉仕活動・芸術活

動の充実による自己有用（肯

定）感の向上に努めます。 

・児童会中心にあいさつ運動 

・花いっぱい運動、一人一鉢

運動実施 

・文化芸術に触れる機会設定 

・各学期（5･9･3 月）に児童会挨 

拶運動/ろうか走りをなくす運動

（10 月） 

・FＢＣコンクール参加 

美化栽培活動（三重テレビ賞） 

・NHK コンクールへの出場（8/4）

・和太鼓、オペラ、ハープ各芸術鑑

賞を実施（10/10,1/16,1･18）

・挨拶運動を定期的に行う。 

・今年度は天候不順により、苗の

発育が悪かったが、一人一鉢運動

は来年度も継続 

・年２回程度の鑑賞の機会を次年

度も設定 

・学習成果発表の場を作る。 

５ 

保健指導・健康教育・食育等

の充実をはかります。 

・学校保健委員会の開催 

・健康教育、食教育の充実 

・薬乱防止教室（６年）実施 

・1/25 学校保健委員会開催 

・養護教諭による「睡眠の学習」栄

養教諭による「食に関する学習」

を各学級計画通りに実施 

・12/7 学校薬剤師の薬乱防止教室

実施 

・学校保健委員会の早期開催 

・地域や家庭と連携した健康教育

（眠育）、食教育の実践 

【２】自分と仲間を大切にする心と実践力を育む教育を進めます。 

〔生徒指導、道徳教育、情操・共生・環境・人権、特別支援、保健・健康 等〕 
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行動計画 今年度の進捗 成果 次年度にむけて 

１ 

川崎小「学びに関するスタイ

ル」を柱とした授業づくりを

進めます。 

・「川崎小学習規律」に基づく

実践を推進 

・学習規律の徹底 

・「ふりかえり」「書く事項」 

に重点を置き、書く力向上を 

図る。 

・学習部会で、毎月子どもたち

の学習規律の実態を交流、月目

標を設定し指導。・学期初めは、

強化週間「学びのスタイルチェ

ック」実施 

・振り返りの際にｷｰﾜｰﾄﾞ提示 

・自主学ノート、学年ボード掲

示（３年以上、参考ノート掲示）

・学期初めの強化「学びのスタイルチェ

ック」を継続実施。繰り返し指導により

児童への定着を図る。 

・毎月の重点指導項目の設定、全校での

取組を継続する。 

・「書く指導」では、ｷｰﾜｰﾄﾞの提示など、

きめ細かい手立てを講じる。 

・自主学習ノート等、掲示場所、掲示方

法検討。（新学年、新校舎） 

２ 

学級経営の充実と学級づくり

の視点を取り入れた授業づく

りを進めます。 

・視点児童を設定した授業研 

究の実施と授業検証 

・外部講師を招聘した研修会 

・QU 等活用した学級づくり

の充実 

・学級の見つめる子とその周り

の子の様子をブロック共有 

・研究授業では、見つめる子へ

の手立てを中心に検討 

・QU の活用についての研修会

実施 

・学級経営に関する研修の充実を図る。

（児童理解、保護者連携、ルールや関係

づくりに関わる具体的な指導手法等を 

ポイントに、「誰もが安心して学習に取 

り組める学級づくり」を研究） 

３ 

主体的で対話的な授業への改

善を進めます。 

・自力学習、交流学習を軸と

した授業研究の実施 

・学びを深める授業スタイル

への改善 

・学期に１回の全体研修会（算

数・外国語）実施 

・学校全体で授業構成を「見通

しを持つ活動（課題とめあての

工夫）」「言語活動（交流、対話）」

「学習をふり返る活動（まと

め、振り返りの工夫と評価）」

に整理し、授業改善を進めた。

・全国学テ、みえスタの結果が

向上した。 

・見通しを持つ活動については、教材の

持つ醍醐味の研究により、課題やめあて

の工夫を行うことで学習に「主体的」な

子どもの姿を求めていく。 

・言語（交流、対話）活動については効

果的な意見交換の場の設定により「対話

的」な授業とする。 

・評価の改善（＝知識技能の獲得量でな

く、学習により身についた能力の評価）

による「深い学び」づくり。 

４ 

指導法と指導機会の工夫によ

る基礎学力の定着に取り組み

ます。 

・チャレンジステージ等を用

いた基礎の定着 

・補充学習、サマースクール

の実施 

・毎週「亀山っ子チャレ」「川

小チャレ」の問題を活用した。

３期は英語短時間教材を優先。

・全国学テ、みえスタを活用し

た学力分析研修を実施（8/25)

・月 6 限「ぐんぐんﾀｲﾑ」実施

・サマースクール実施 

（５日間、国語・算数） 

・補充学習は、下校時刻等混乱なく集中

して取り組めた。継続して実施。 

・サマースクールは、今年度内容を継続。

・学力調査等は実施するのみでなく、結

果より得られる課題を分析共有し、学校

全体の学力観や授業改善の視点を共有

一致させていく。全校体制での取組と分

析研修を継続。 

【３】学びの基礎づくりを充実し、誰もがわかる主体的で対話的な授業への改善を進めます。 

〔学力保障、学級（仲間）づくり、児童理解、生徒指導、授業改善 等〕 
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 行動計画 今年度の進捗 成果 次年度にむけて 

１ 

総勤務時間の縮減、教職員の過

重労働による健康障害防止に

努めます。 

・安全衛生委員会の開催 

・定時退校日を月２回以上設定 

・時間外削減、年休取得向上 

・土曜授業の振替の完全取得 

・安全衛生委員会は年５回開催 

・定時退校日は月２回設定 

各回、退校はほぼできている 

・時間外 昨年比ー５時間の目標

を達成中（～１月末現在） 

・変形労働の摘要業務の拡大 

・休暇取得の促進呼びかけ 

・土曜授業の同一週振替  

1 期３名, 2 期 11 名, 3 期象外 

 

・安全衛生委員会の定期開催継続 

・時期を考えた定時退校日の設定工夫

・自主定時退校日を設定し、取り組め

るようにいていく。 

・時間外縮減を今後も継続して行える

ようにする。 

・土曜授業の同一週振替をさらにとれ

るようにしていく。 

 

２ 

「明るく、仲良く、元気よく」

校務に取り組む職場風土をつ

くります。 

・校務の分担、仕事内容の「分

かち合い」を図る 

・職場内での厚生事業実施 

・２部会で業務の進捗確認と分担

・２部会開催後の職員作業 

・研修旅行、運動流 

・「やるぞ！２学期ＣとＣ」の取

組 
 
 

・各部で仕事を分担して取り組むこと

ができた。 

・研修旅行や運動を通して交流するこ

とができた。 

・自分たちの目標を決め、それに向け

て取り組むことが必要 

以上を次年度も継続 

 

３ 

教職員が互いに学び合える研

修を推進します。 

・教職員の業務遂行力向上を目 

指したＯＪＴ実施 

・自主研修・還流の推進 

 

 

・図書の活用、なわとび運動の学

習会実施 

・復命回覧にて研修会参加の還流

報告 

・労働安全に関する研修会（ﾊｯﾋﾟ

ｰ胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ：豊田美香医師 

2/14 実施） 

 

・自主研修・還流の報告を研修会や回

覧等で今後もしていく。 

・年間を通じて、計画的に行う。 

４ 

法令順守の意識の向上、ﾊﾗｽﾒﾝ

ﾄの防止に努めます。 

・職員会議での事例配付と説明 

・日常的な声かけによる未然防

止 

・危機管理マニュ学習会を開催 

・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修会開催 

相談窓口を設置 

 

・学校経営に関する注力点は校長

から文書で周知し、意思意図の共

有と確認を行った。 

・事項書の事前配布  

・会議は定時までに終了させる 

・危機管理研修会（12/6 実施）

・服務規律は職員会議等で校長よ

り指導 

・職員会議や研修会で意思意図の共有

と確認を図っていく。 

・危機管理マニュアルの見直しや学習

会に継続して取り組む。 

【４】教職員が子どもたちの教育実践に力を発揮できる環境づくりを進めます。 

〔労働安全、勤務状況改善、職場環境整備、同僚性の向上、人材育成 等〕 
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