
令和３年度 朝霞市立朝霞第三小学校 第１回学校運営協議会

日時 令和 3年 4月 23 日(金)

１０：００～１１：００

会 場 多目的室

司会 教頭 記録 教頭

次 第

１ 開会のことば

２ 学校長挨拶

３ 任命書交付 朝霞市教育委員会より

４ 自己紹介

５ 規則等の確認

（１） 朝霞市学校運営協議会規則

（２） 朝霞市立朝霞第三小学校運営協議会傍聴要領 確認

６ 会長・副会長の承認（朝霞市学校運営協議会規則第９条）

会 長（ ）

副会長（ ）

７ 学校運営に関する基本的な方針の説明と承認（同規則第４条）

８ 今後の予定

第 2回 令和 3年 9 月 3 日（金）10:00～11:00 (１学期の成果と課題・年間行事等)

第 3 回 令和 3年 12 月 17 日（金）10:00～11:00 (２学期の成果と課題等)

第 4 回 令和 4年 2 月 18 日（金）10:00～11:00 (本年度の学校評価等)

第 5 回 令和 4年 3 月 18 日（金）10:00～11:00 (令和４年度の学校運営等)

９ 閉会のことば
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※ 名簿順は朝霞市学校運営協議会規則第７条第２項による
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１ 冨重 淳 北朝霞商業振興会役員

２ 野島 安広 保護司 彩夏祭実行委員

３ 久保 紀充子 朝霞第三小学校元ＰＴＡ会長

４ 高橋 健治 朝霞第三小学校元ＰＴＡ会長

５ 要害 映子 民生委員・児童委員

６ 榎本 晋一 朝霞たちばな幼稚園園長

７ 池田 幸弘 朝霞第三小学校学校応援団

８ 小林 光夫 朝霞市社会福祉協議会常務理事

９ 鈴木 香織 朝霞第五中学校 校長



令和３年４月２日

令和３年度 朝霞市立朝霞第三小学校の共有ビジョン
～教育目標・経営方針・指導の重点・特色ある学校づくり～

朝霞市立朝霞第三小学校長

小島 孝之

Ⅰ 国・県・市の基本方針

１ 国の方針・動向
（１）令和の日本型教育の構築を目指す

（令和３年１月２６日、中央教育審議会答申による）
・社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0 時代」の到来
・新型コロナウイルスの感染拡大など先行き不透明な予測困難な時代

個別最適な学び･･･個に応じた指導の一層の重視、ＧＩＧＡスクール構想の
実現によるきめ細かな指導体制の整備

協働的な学び･････個別最適な学びが孤立した学びに陥らないよう、探求的
な学習や体験活動を通じ、子ども同士であるいは多様
な他者と協働する「協働的な学び」を充実させる。

（２）育成すべき資質・能力
「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」
「知っていること･できることをどう使うか(思考力･判断力･表現力等）」
「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか

（学びに向かう力、人間性等）」

（３）新学習指導要領改訂の趣旨
・社会に開かれた教育課程
・育成を目指す資質能力
・カリキュラム・マネジメント
・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善



２ 県の方針（主な県教育行政重点施策）
（１）確かな学力の育成
（２）豊かな心の育成
（３）健康の保持増進と体力の向上
（４）特別支援教育の推進と一人一人の状況に応じた支援
（５）キャリア教育・職業教育の推進
（６）教職員の資質・能力の向上と学校の組織運営の改善
（７）家庭・地域との連携と生涯にわたる学びの推進

３ 市の方針
・基本理念 ～２１世紀を心豊かに生きる力をはぐくむ朝霞の教育～

・市の教育課題（令和２年度朝霞の教育等より抜粋）
（１）学校 ICTを活用した情報教育の推進

１人１台タブレットの有効活用（個別最適な学習と共同学習のハイブリ
ット）

（２）不登校数の増加
（３）いじめ問題への初期対応、校内組織の活用
（４）確かな学力の育成
（５）教職員の資質・能力の向上
（６）特別支援教育の推進
（７）体力の向上と学校体育活動の推進

Ⅱ 学校方針
まず大事にしたいことは、教職員の皆さんと子どもたち、そして保護者、地域

です。学校は、子どもたちが中心です。できない子どもがいるのは当たり前、教
師にとって困っている子供は、子ども自身が困り感を抱えています。困った原因
を子供のせいにしない、保護者のせいにしない学校をつくります。子どもたち一
人一人に寄り添って気持ちを共有し、信頼関係を築きます。
朝霞第三小学校が一つの大きなチームとなって、すべての子どもに積極的にか
かわりましょう。そして、その情報を共有しましょう。担任と子どもというク
ラス内の枠を超えた教職員組織づくり、それが私の願いであり、行動目標です。



それでは少し具体的に・・・。
① 教職員一人一人を大切にした学校づくり
・スクラップ＆ビルドを行いながら教職員が働きやすい職場環境をつく
る。
・積極的な年休取得の推進をはかる。
・教師のかなめである「指導力の向上」をはかる。
・管理職の教室訪問

② 全ての児童が学び続ける環境をつくること
・コロナ禍ではあるが、どうすればできるのかを考えて、知恵を出し合
う。（基本的な感染症対策の徹底と教育活動のバランスを取ること）

・不登校児童をなくすために、子どもたちにとって居場所のある教室づく
りをする。
・タブレット端末を有効活用し、教員が使いやすい環境をつくる。

③ 家庭・地域との連携を深めること
・コミュニティ・スクールを生かし、地域とWinWin の関係性をつくる。
・学校応援団の効果的な活用をはかる。
・PTAとの連携、積極的なメール配信、ホームページを更新し、学校の
情報を公開する。

◎ めざす学校像として・・・
一人一人が輝き、出番のある学校（キャッチフレーズ）
・子どもの出番（一人一人の得意分野、長所を伸ばし、違いを認め合う集団）
・教師の出番（一人一人の教師が夢を語り、学校運営に参画する教師集団）
・保護者，地域の出番（保護者・地域の教育力を生かした学校応援団）
※学ぶ喜びと絆のある学校像の継承

Ⅰ 本年度の重点目標・・・・・・・
子供たち一人一人が社会に主体的に向き合って関わり合い、その過程を通し

て、自らの可能性を発揮し、あらゆる他者を価値ある存在として認め、共に協



働できるなど、幸福な人生の創り手及びよりよい社会の創り手となっていける
ようにすることを重要視している。その為に教師が自らの授業を磨くとともに、
その人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行えるよう
にしていくことが求められている。その具体的な方策の一つとして、より一層
地域の教育力の活用が必要であり、それを円滑に進めていくにはコミュニティ
ー・スクールを念頭に推進していくことが必要と考えている。
もう一つは、我々教職員の「働き方改革」も重要な課題である。日々の教育

活動を展開していく中で、子どもたちと向き合う時間をどう確保していくか。
教職員の健康保持をどのように取り組んでいくか。課題が山積しているが、そ
れを一つ一つ解決していかなければ児童と向き合う時間の確保は難しいと言え
る。だからこそ「教職員の意識改革」が必要である。教師が変わる、授業が変
わる、子どもが変わることで「学校が変わる」をキーワードに学力向上と指導
力向上に取り組んでいく。
その実現の為には、日頃から従来の指導法に固守することなく、大きな社会

の変化と教育情勢の動向に敏感に反映した取組を工夫していくことが大切であ
る。自ら研修に励み、児童理解と学習指導法の改善に積極的に取り組み、児童
の個性や能力が生かされ、認められるような日々の指導を積み重ねることが重
要となる。
特に重点にすべき内容は、（１）学力向上（２）指導技術の向上（３）心の教

育に重点を置き教育活動を展開していく。

Ⅱ 本年度の学校経営方針 ○学校・家庭・地域が一体となった教育活動

１ きれいな学校
環境は学習向上の重要な要素である。人的環境はもちろん、教室をはじめと

する物的な環境を整備することが特に重要である。校舎内外の清掃の徹底と掲
示教育・特別教室の整備に力を入れて取り組んで行きたい。
〇特に清掃では「黙動」の取組の徹底を図り短時間でもきれいに掃除する習
慣・方法を身につけいく。（学年に応じた指導）

〇掲示教育については、日頃の教育活動の取り組みや児童の活動の様子を中心
に創意工夫し、充実した掲示教育にしていく。

〇地域に目を向けて、環境整備のためのボランティア活動を推進していく。



２ 特色ある学校の創造
(1)小・中の連携
〇小中学校の先生による出前授業の交換（小学校は道徳、中学校は専門教科）
〇小中学校の先生による授業参観を通しての児童理解。
〇中学生による学習(算数教室)や運動会･ＰＴＡ行事等に協力・支援を要請。

(2)地域や関係機関との連携
〇関係機関との連携においては、民生委員さんとの交流や定期的な情報の共
有化を図り、児童・保護者の対応を充実させていく

〇公民館との連携も充実させ、児童の積極的な参加を促し、地域との交流を
図っていく。

〇子ども未来課や子ども相談室との連携を図り不登校児童の支援強化を図る。

３ 開かれた学校の創造 ○地域で学ぶ ○地域に学ぶ ○地域に愛される
○学校応援団、学校支援ボランティア等地域の人材活用。
地域・家庭とＰＴＡ、学校応援団との連携を密にして、子どもの健全育成を
めざしていく。

〇「11月の学校公開日」では、地域ふれあいコンサートを実施する。

４ 安心・安全な学校の創造
〇学校は保護者や地域が安心して子どもたちを通わせることができる学校づ
くりが重要であり、施設・設備の瑕疵による事故を根絶する。

〇保護者、地域の協力を得て不審者の排除を行うとともに、緊急時に備えた
マニュアルを全職員が共有し、未然防止に努める。

（地震・不審者対応・ミサイル発射に伴う避難行動、台風・火災・竜巻等による
訓練）

（心肺蘇生、食物アレルギー対応、感染症予防、交通安全指導の充実）
（施設・設備の安全点検、危険個所の共有化、児童の危機回避能力の向上）

５ 教師の授業力を含めた指導力の一層の向上を図る
〇基礎的・基本的な学力と体力を確実に身につけさせるためには、日々の児童
の充実した学習が必要であり、教師一人一人の指導力によるところが大きい。
私たち教師は、このことを真摯に受け止め、日々研修に励まなければならな



い。授業研究こそが最大の研修の場であり、人に教える教師の責務でもある
ということ深く認識し、積極的に推進していく。

（１）求められる教師像･･･保護者・地域にとって信頼できる教師は学校づくり
の根幹である。そのため、求められる教師像として
① 学び続ける教師
② 子どもを深く理解する教師
③ 人間性をみがき続ける教師
④ 適正な服務を行える教師

（２）働き方改革の促進･･･ ① 一週間の勤務時間の管理（連続しない）
月 45時間

② 文書のデジタル化（印刷を減らす）
③ 雑用事務の削減と休憩時間の確保
④ 学年内授業交換により教材研究の時間削減

(3 年以上)学年内（図工・音楽・体育・総
合・

社会・理科等）で、同じ時数で交換すること
が好ましい。

⑤ 会議の精選及びプレゼン力の向上
⑥ 連絡用掲示板の活用（ＩＣＴ化）
⑦ アニバーサリー休暇の導入

◎ 本年度の重点
１ 重点内容
（1）基礎学力の充実

・基礎・基本の徹底・・・全ての教科における基礎・基本の定着を図る。
そのために授業が子どもにとって「楽しい授業」
「わかる授業」の実践。（ＩＣＴの活用・工夫）

・家庭学習の充実・・・ 「コバトン問題集の活用」「県学調・全国学調」
の活用家庭学習用として学校 HP よりダウン
ロードし取組む。解答もＨＰからで家庭で採点
し学校に提出。
2学期以降、端末の持ち帰りが可能になった場
合にはタブレットからの宿題の提出が可能に



なる。
・読書量の増加・・・・・本は心の栄養、読書タイムをもうけ図書ボラ

ンティアの活用を図り、読書量の増加を図る。
（２）体力向上の充実

・体育活動を推進(外遊びの工夫・ 体育朝会でのプログラムの多様化)
・体力的課題の解決に向けた取組(投力・握力・危機回避能力の向上)
・技能の向上。各種運動教室の開催

（３）規範意識の高揚（規律ある態度）
・基本的生活習慣の確立・・あいさつ･返事のできる子(いつでも･どこで

もだれにでも)を合い言葉にさらに徹底。
生活ルールの徹底。（廊下歩行・給食指導・
清掃指導の徹底）

・言語環境の整備・・・相手の気持ちを考えた言葉づかい、各場所での
適切な言葉づかいや態度。

・いじめゼロ・・・・・特別な教科道徳の充実と学級指導の工夫改善
・交通事故ゼロ・・・・学級指導の在り方や生徒指導の共有化と指導の

徹底
・児童によるボランティア活動の実践(通学路清掃・駅前広場の清掃・訪

問等)
（４）学校ＩＣＴ化の推進

・タブレット端末を効果的に活用するとともに、大型テレビや電子黒板
を有効に活用した授業の改革を実行する。デジタル教科書等を含めた
指導法改善を図る。
・「授業風景が変わります。」そんな実践を各教員が取り組み、活用率を
向上させていく。

（５）教職員事故０をめざす
・倫理確立委員会の意図的・計画的な研修により、事故予知・予見能力
を高める。

・勤務地である第三小までの通勤経路に潜む危険について認識を高める。
・個人情報盗難等の事故防止を念頭に置いた、勤務及び退勤を心掛ける。
・公務員には、勤務時間の内外を問わず、勤務地を離れても信用失墜行
為の禁止等が身分上義務として課せられている。このことに対して、



十分留意する。

２ 努力点

（１）教育指導の充実
① 児童は日々の授業によって大きく成長するとの考えに立ち、教材・教具の研
究を十分に行い、電子教科書や電子黒板を活用した授業を展開する。
また、児童一人一人の特性と既習事項の定着の状況を把握し、児童一人一

人にあった処方箋が書け、児童が具体的に伸びる授業に努める。
② 基礎的・基本的事項の確実な定着を図る。学ぼうとする意欲や問題に取り組
む姿勢を持たせ、振り返り学習や反復学習（学年間を視野に入れた）の積み
重ねにより、基礎的・基本的事項の徹底に努める。

③ 体験的・問題解決的な学習を重視した指導法を取り入れ、挑戦する喜びや成
しとげた成就感を味わえる授業づくりに努める。

④ 児童一人一人の特性の把握に努める。その良さを生かしながら、学習意欲の
喚起を図るため、学習形態や指導体制の工夫改善に努める。具体的には、少
人数指導や習熟度別学習・補充的学習、発展的な学習の効果的な活用に努め
る。
（２）教育相談の充実
・児童一人一人は、それぞれの個性をもって生きている。どの子も長所があ
り、現在、その良さを伸ばすことが求められている。一人一人の児童を観
察し、教育相談的手法により、早期に迅速に対応していく必要がある。

（３）大切にする心・あたたかい心の育成
（三小五心）素直・反省・謙虚・感謝・奉仕
「人を思いやる心」、「命を大切にする心」、「きまりを守る心」、「公共
物を大切にする心」児童の心の育成をめざした道徳教育の実践を図る。
① クラブ活動・委員会活動・児童会活動等の異年齢集団の活動の場を通
して、集団活動（認め合う、譲り合う、いたわり合う等）に適応でき
る心を育成する。

②「ほめること」「認めること」「認め合うこと」を柱とした学年・学級
経

営に努め、児童自身の「ほめられた経験」、「認められた経験」により、



互いに尊重しあう人間関係を育成していく。そのためには、教師が率先
して一人一人の児童の良さを発見し、児童一人一人を大切にすることで
児童の心を耕していく。

③ 律ある生活行動は、児童の主体的な学習活動・生活行動を生み出す源
である。学校生活でのきまりやマナー、学級での約束等を守らせる経験
により、家庭・地域で生活する中で児童のきびきびとした主体的な生活
態度を図っていく。

④ 大きな声であいさつや返事が、さわやかにできる指導を進める。
あいさつや返事は、人を認めるという具体的な行動の一つである。児
童一人一人が第三小の子どもとしての仲間意識や、郷土意識を持ち互
いにさわやかなあいさつができるように努め、互いに認め合う心を育
てていく。学級だけでなく、校内及び地域の中で元気なあいさつがで
きるようにする。そのため、教師自ら率先して、さわやかで大きな声
であいさつや返事を心がける。

⑤「特別な教科道徳」の充実を図る。学校公開や授業参観時において一回
は道徳授業の公開を実施する。

⑥ 学年の児童の実態や問題点、保護者対応等に共通認識を図り学校全体
で対応していく体制を作っていく。

３ 各学年、学級の中での具体的な統一指導事項
（１）児童が具体的な場面で正確にできるよう、教師は発達段階に併せて、

具体的な指導・見届けを行う。（清掃指導・給食指導・保健指導・歯磨
き指導）

・あいさつをしよう ・言葉づかいに気をつけよう
・人に迷惑をかけないようにしよう
・時間を守ろう（休み時間、生活のルールの徹底）
・進んで、まじめに働こう（清掃活動・学級・委員会活動）
○人の話をしっかり聞こう ○自分の考えをまとめてしっかり話そう
○疑問は自分から積極的に解明しよう ○朝自習をしっかりやろう
○体験学習を積極的にしよう



４ 教師のあたりまえ
（１）教室は安心で安全な場であり、常に整理整頓に努める。
（２）学級、学年、（学校）の子どもの名前と顔を覚える。（授業では名字で

呼ぶ ○○さん、 同じ苗字がクラスにいる場合には下の名前）
（３）授業の始まりと終わりの時刻を守る。
（４）わかる授業を心がけ、教材研究に励む。
（５）研修に励む。
（６）指導のねらいを明確に、わかりやすい発問に心がける。
（７）授業のまとめと振り返りは子どもの言葉で書かせる。
（８）学年だより、学級だより、週案は必ず教頭先生に見せてから印刷し、

保護者に配布する。（誤字脱字、不適切な言葉等の防止）
（９）家庭との連絡を密にし保護者を安心させる。(必要によって家庭訪問)
（10）どんなことでも、報告・連絡・相談・確認を忘れずにする。問題点から

素早く報告（学年主任・生徒指導主任・養護教諭・教務主任・教頭・
校長など組織対応）



朝霞市立朝霞第三小学校学校運営協議会傍聴要領

（趣旨）

第１条 この要領は、朝霞市立朝霞第三小学校学校運営協議会の傍聴に関し必

要な事項を定めるものとする。

（傍聴の手続等）

第２条 傍聴人の定員は１０人とする。ただし、会議場の規模により、これを

増減することができる。

２ 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催３０分前から開催予定時刻まで

に、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、会場に入場す

るものとする。

（傍聴することができない者）

第３条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(１) 酒気を帯びていると認められる者

(２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(３) 前２号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそ

れがあると認められる者

（傍聴人の守るべき事項）

第４条 傍聴人は、会場においては次に掲げる事項をしてはならない。

(１)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用すること。

(２)ビラ、プラカード、旗等を持ち込み、公然と意見を表明すること。

(３)飲食又は喫煙をすること。

(４)携帯電話等の受信音を出すこと。

(５)写真撮影、録画、録音等を行うこと。ただし、会長の許可を得た場合は、

この限りでない。

(６)会議における言論に対して発言、拍手その他の方法により公然と意見を

表明すること。

(７)前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる

ような行為をすること。

（傍聴人の退場）

第５条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、退場しなければ

ならない。

（違反に対する措置）

第６条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令

に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。



令和３年４月２３日

朝霞第三小学校学校運営協議会委員 様

朝霞市立朝霞第三小学校長

小島 孝之

第２回朝霞第三小学校学校運営協議会の開催について

陽春の候、貴台におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より本校の教育活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

さて、第２回朝霞第三小学校学校運営協議会を下記のとおり開催いたします。

ご多用の折とは存じますが、ご出席くださいますよう、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

記

１ 日 時 令和３年９月３日（金）

午前１０時００分から午前１１時００分

２ 場 所 朝霞市浜崎２３０

朝霞第三小学校 新校舎１階 多目的室

３ 議 題 １学期の成果と課題・他 について

４ その他 当日、ご都合が付かず欠席される場合は、本校教頭までご連絡

ください。

担当：教頭 清水 一良

T E L：４７１－１６３０

F A X：４７６－１３２５


