
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２４日（木）  

朝霞市立朝霞第十小学校 

 

○資料１ ３学期の学校経営の重点 

○資料２ まん延防止等重点措置下での教育活動 

○資料３ 職員会議・連絡板校長指示伝達 

○資料４ 具現化①学力向上プラン、体力アップ通信 

○資料５ 具現化②なかよしまつり、６年生を送る会他 

○資料６ 具現化③いじめ防止月間 

○資料７ 具現化④特色る学校づくり 

○資料８ 具現化⑤校長授業参観 

○資料９ 学校における働き方改革基本方針 

○資料 10 学校だより、お話朝会講話 

○資料 11 コミュニティ・スクール 

 



 

第 ４ 回  学 校 運 営 協 議 会 

令和４年 ２月２４日（木） 

朝霞第十小学校 学習ルーム 

【 次 第 】 

傍聴人の確認 

１ 開  会                      （ ８：３０） 

  ・矢田敦子 副会長 

 

２ あいさつ 

  ・会長：渡邊美知子 会長 

  ・校長：宮澤好春 

 

３ 日程説明 

  ・小林美加 教頭 

 

４ ６年生を送る会（動画よる各学年の発表）の視聴  （ ８：４０） 

 

 

 

５ ２学期の教育活動について            （ ９：１５） 

  ・校長より 

 

 

６ 地域とともにある学校について【熟議】      （ ９：４５） 

  ・校長より 

  ・委員より 

 

 

７ 意見交換              

 

 

 

８ 閉  会                      （１０：３０） 

  ・矢田敦子 副会長 



 

令和３年度 学校運営協議会名簿 

朝霞第十小学校 

 委員 氏  名 主な経歴（現在の職業・役職を含む） 

１ １号 関口 博信 
 溝沼第二町内会会長 

令和２年度学校評議員 

２ １号 榎本 明美 
 民生委員・児童委員 

 令和２年度学校評議員 

３ ２号 山本 彩子 十小子どのための会副会長 

４ ３号 小島 真知子 青少年育成市民会議委員 

５ ３号 荒川 教子  学校応援団コーディネーター 

６ ３号 原  賢治 朝霞ぐらんぱの会副代表理事 

７ ４号 金子 智恵子 
民生委員・児童委員、滝の根保育園長 

令和２年度学校評議員 

８ ４号 渡邊 美知子 
学校薬剤師 

令和２年度学校評議員 

９ ４号 矢田 敦子 
 朝霞市こども相談室相談員 

 元朝霞第十小学校長 

10 ５号 宮澤 好春  朝霞第十小学校長 

学校運営協議会について 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第４７条の６  

  １ 教育委員会は、学校ごとに当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して

協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。 

  ２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 

    ① 対象学校の所在する地域の住民 

    ② 対象学校に在籍する児童の保護者 

    ③ 地域学校協働活動推進員その他対象学校の運営に資する活動を行う者 

    ④ その他教育委員会が必要と認める者 

  ３ 校長は、学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事

項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならない。 

  ４ 学校運営協議会は、当該学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長

に対して、意見を述べることができる。 



 

２ 朝霞市学校運営協議会規則 【抜粋】 

（目的） 

第２条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関とし

て、朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任の下、地

域住民、児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者その他の関係者（以下「地

域住民等」という。）の学校の運営への参画並びに地域住民等による学校の運営への支

援及び協力の促進を図ることにより、学校と地域住民等が信頼関係を深め、一体とな

って学校の運営の改善及び児童等の健全育成に取り組むことを目的とする。 

 （学校の運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 法第４７条の６第４項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

 （1） 学校経営計画に関すること。        (2） 組織編成に関すること。 

 （3） 学校予算の編成及び執行に関すること。  （4） 施設管理に関すること。 

 （5） 施設設備に関すること。 

２ 対象学校の校長は、法第４７条の６第４項の規定に基づき承認を得た基本的な方針

に従って、学校の運営を行うものとする。 

 （職員の採用等に関する意見の申出） 

第５条 法第４７条の６第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採

用、転任等に関するものとする。ただし、個人及び個別の事案については除くものと

する。 

 （学校の運営に関する評価） 

第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営について評価を行うものとする。 

 （任期） 

第８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第９条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第１０条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務等） 

第１１条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

令和３年度 学校経営方針  第３学期の重点・努力点 

５  安心・安全な学校づくり 

◎防犯・交通安全への取組･･･・地区委員等との連携 ・メール配信 

◎施設・設備事故の防止･･･・定期と臨時の安全点検  

◎災害時の対応･･･・マニュアル・訓練の見直し ・地域との連携 

◎学級増への対応･･･・教育委員会との連携 ・教室と備品の整備 

４  きれいな学校・歌声の響く学校づくり 

◎清掃活動･･･・無言清掃の定着 

◎掲示活動･･･・校内掲示物の充実  

◎緑化活動･･･・栽培活動の取組（学校ファーム等） ・花いっぱい運動 

◎音楽活動･･･・音楽朝会の充実 ・今月の歌  

・うたの輪の活動の充実（学校内外へのＰＲ） 

３  地域とともにある学校づくり 

◎地域連携・外部指導者の活用･･･・地域の教育力の活用（総合他） 

◎家庭との連携･･･・学校応援団の人材バンク作成、活用 

◎ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの土台づくり･･･・学校運営協議会の連携・活用、熟議 

◎幼保小中との連携･･･・幼保小連携（３学期） ・小中連携（３学期） 

◎学校公開・情報発信･･･・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実、各種たより 

６  教職員の資質・能力の向上と風通しがよい職場づくり 

◎学校課題研修の取組の充実【令和３・４年度研究開発学校】 

・授業研究 ・外部指導者による指導 ・本発表に向けた準備 

・指導課訪問に向けた指導案・授業の工夫改善 

◎若手教職員の育成 

・示範授業等を活用した教員の学び合い ・教室訪問と授業参観 

◎ライフステージに応じた教職員の資質の向上 

・年次に応じた研修の推奨 ・各主任を講師とする研修の実施 
◎チーム力の向上と参画意欲の醸成 

・学年、分掌間の相互補完と縦横の報連相確・ミドルリーダー育成 
・学校評価結果を踏まえた課題解決 

◎教職員の不祥事防止 

・不祥事防止チェックリストの実施 

・教職員事故報道を対岸の火事にしない取組 
◎教員の働き方改革（時間外８０時間超ゼロ、月４５時間、年３６０

時間の達成） 

・「ふれあいデー」等の奨励 ・年次休暇等の計画的な取得 
・人事評価達成状況面談・フィードバックの活用 

・次年度以降の各種研修の紹介・斡旋 

・次年度学年・分掌希望調査  
・風通しのよい職場づくり ・働き甲斐調査を活用した業務改善 

・３つ以上のスクラップ実行 

 ２ 学 期 の 成 果  
(1) 各種学力調査結果を基に、「学力向上プラン」を改訂できた。 

  ⇒県学力調査結果･･･４年国語７Ｂ・算数６Ｃ ５年国語７Ｃ（伸び２）・算数６Ａ（伸び４） 

           6年国語８Ｃ（伸び１）・算数７Ｃ（伸び２） 

(2) 規律ある態度について、共通理解・共通行動の下繰り返し指導し、「当たり前のことが当た

り前にできる子」が増えてきた。 

  ⇒規律ある態度結果（85％達成）･･･４年：4／12、５年：7／12、６年：9／12 

(3) 学校運営協議会の中で、どういう児童を育てたいかについて熟議ができた。 

⇒第３回学校運営協議会開催、運営協議会の在り方・果たすべき役割を再度確認  

(4) 感染対策を講じながら、校外学習、運動会、なかよし祭り、黒目川マラソン等を実施できた。 

  ⇒各学年で校外学習を計画・実施、運動会・マラソンのブロック毎の開催、外部講師の授業 

(5) 引き続き安心・安全な学校づくりに取り組めた。 

⇒定期・臨時の安全点検、通学路点検等の実施、不審者対応訓練、日頃からの啓発 

(6) 教職員の資質能力の向上と風通しのよい職場づくりに着実に取り組めた。 
⇒教職員不祥事防止の取組、働き方改革に対する教職員の意識改革（11月時間外：6月比-12

時間、80時間超0人）、フォームスでの学校評価の実施 

 

 

  ２ 学 期 の 課 題   
１ 下位層の伸び悩みに対して、引き続き指導方法の工夫が必要である。学校課題研究の取組が

教職員全体の研究に昇華できていない。指導と評価の一体化の意識がまだまだ。 

  ⇒指導課訪問に向けた指導案作成・指導課訪問での公開・研究授業 

   Ｒ４の本発表を見据えて学校課題研究の取組の検証と研究内容の再確認 

２ 規律ある態度の85%を達成できなかったのが、４年８項目、5年５項目、６年３項目あっ

た。新体力テスト結果、体力低下が明らかになった。 

  ⇒重点項目「整理整頓」「あいさつ」「学習準備」「話しを聞き発表する」、体力向上の取組 

３ 地域との連携、家庭との連携、幼保小中との連携が不十分なところあり。 

  ⇒学校運営協議会での熟議、外部指導者の導入増、幼保小の連携と小中連携強化 

４ 黙々清掃、廊下歩行等が全校の取組になっていない。指導する側に温度差あり。 

  ⇒重点を置いた向上に学校生活の向上に向けた取組 

５ 各種安全マニュアルの見直し・改訂が進んでいない。 

⇒各種安全マニュアルの改訂、今後の自然災害を想定した避難訓練計画立案 

６ 風通しの良い職場づくり、働き方改革に向けたさらなる意識改革と業務改善が必要である。 

  ⇒「学校評価」や「働き甲斐等調査」を基に業務の見直し・改善 

１ 「主体的・対話的で深い学び」の授業改善と「確かな学力」

の育成 

◎「学力」の定着・モジュールの充実・個に応じた指導 

・授業の中での「教える」と「考えさせる」の指導 

・個に応じた指導の充実（低補等の活用） 

・モジュールの指導の充実 ・ステップアップ教室 

◎「主体的・対話的で、深い学び」を通した「確かな学力」の育成 

・カリキュラム・マネジメント（外部講師の活用含む）  

・対話的・協働的な学びから深い学びへ ・単元・本時のまとめ指導  

・問題解決的な学習と言語活動の充実 ・個別・最適な学びの支援   

・見通しと振り返り（評価） 

２ 「豊かな心」・「健やかな体」・「自立する力」の育成 

◎「規律ある態度」と「体力」の取組 
・重点（整理整頓、あいさつ、学習準備、話を聞く・発表）強化月間の徹底 

・無言清掃の意義再確認 

・体力向上の取組（縄跳び等）・体育の授業の充実・早寝早起き朝ごはん 

◎「豊かな心」と「健やかな体」、「自立する力」の育成 

・相談しやすい雰囲気づくり ・キャリアパスポートの活用 

・組織的な不登校対策 ・次年度への引継ぎ準備、必要に応じて面談 

・主体的な学芸的行事（６年生を送る会、お別れ式）の取組 



 

  学 校 経 営 方 針  
(1)Cから始めるPDCAの検証改善サイクルに沿って、現在の教育の課題を重点化し、不易と流行の視点から目標

やねらい等原点に立ち返って見直し・改善を図る。 

(2)コロナ禍において感染症対策を行い、豊かな学びの機会を保障し、社会に生きる「生かす力」（確かな学力・豊かな心・

健やかな体・自立する力）を身に付けた児童を育成する。 

(3)子供を真ん中に据え、コミュニティ・スクールとして学校・家庭・地域が一体となった教育活動を   展開する「地域とと

もにある学校」「保護者・地域から応援してもらえる学校」づくりを推進する。 

(4)「安心・安全な学校」づくりを推進するとともに、「子供たちが通いたい学校」「保護者が通わせたい学校」「教職

員が働きたい学校」づくりを推進する。 

(5)教職員のライフステージに応じて資質・能力の向上に努めるとともに、風通しがよく教職員一人一人が居甲斐・

やり甲斐・働き甲斐の職場づくりを進める。 
 



「まん延防止等重点措置」下における教育活動について～共通理解・共通行動のために 

０４０１２０ 校長 

 

◎1/17 に１都３県は、新型コロナウイルスの感染者増加を受けて、特措法に基づく  

「まん延防止措置等重点措置」を政府に要請することを決めました。開始は、1/21（金）

から2/13（日）までの３週間（状況に応じて１カ月程度も）を想定している、と報道

されたことを受け、本校において、以下の対応をお願いしたい。 

 

 

１ ３学期の学校行事（市内行事含む）について 

日・曜 行事等 実施可否 実施方法・備考等 

1/19（水） １年生活科昔遊び 実施 ※来校者の体調管理と当日の検温実施 

⇒基本的な感染対策（マスク、手洗い等） 

1/19（水） 幼保小連絡会 

【ゆめぱれす】 

実施 ※部屋を分け、面談時間を区切って実施 

1/20（木） 児童集会 

【縦割り遊び】 

実施 ※縦割り教室で、屋内遊び 

⇒教室と廊下に分散して活動 

1/21（金） ステップアップ教

室【３年算数補充】 

実施 

⇒1/28 以

降は中止 

※来校者の体調管理と当日の検温実施 

⇒基本的な感染対策（マスク、手洗い等） 

 

1/26（水） ３年クラブ見学 実施 ※感染対策の観点から体験はなし 

 

1/27（木） ５年市内球技大会 

【総合体育館】 

 対戦校：三小 

中止 ※校長会・小体連協議の上判断 

⇒５年児童は球技大会に向けて練習もし

ていたことから、1/27以降に校内ミニ

球技大会等の代替措置も 

1/27（木） ６年社会 JICA 出

前授業 

実施 ※外部講師 健康観察/当日検温 

1/28（金） 市内道徳主任研修

会授業研究会 

オンライ

ン開催 

※矢部教諭の授業をオンラインで配信 

⇒市内道徳主任は自校で視聴 

⇒指導者（五小三好校長）来校、市教委担

当者来校 

1/31（月） 

2/ 2（火） 

４（金） 

縦割り交流会 中止 ※提案資料に則り判断（「まん延防止等重

点措置」または「緊急事態宣言」発令さ

れたら中止） 

1/31（月） 県教職員課給与事

務担当学校訪問 

実施 ※県教職員課２～３名来校 

2/ 3（木） 新入生保護者説明

会 

参集なし ※2/3（木）に資料（封筒）を配付 

※2/3 以降に、説明動画を YouTube 限



定配信 

2/ 8（火） 南部事務所・市教委

指導担当学校訪問 

実施 ※南部1名、指導員４名、市教委８名 

⇒④校時研究授業、②④⑤校時公開授業 

 全体会、分科会 

2/10（木） 学校保健委員会 実施 

オンライン

開催も 

※学校医、学校歯科医、学校薬剤師 

 保護者、関係分掌主任 

※Zoomを活用し、オンライン開催を検討 

 ＝資料事前配付、当日資料共有しながら

分掌担当が説明、その後指導講評 

2/14（月） 学校課題研究授業 

４の４佐藤教諭 

実施 ※４年４組の廊下壁を撤去して実施 

⇒状況に応じて、Teams でつなぎ別室で

授業参観も 

2/21（月） 

2/22（火） 

2/25（金） 

授業参観・懇談会 実施 

案①～③を

感染状況、

宣言等を鑑

みて判断 

※案①午前中２コマを公開＝学級を前半

と後半に分けて参観 壁撤去 

   午後懇談会（参集型） 

※案②オンラインによる授業参観、オンラ

インで懇談会 

※案③授業参観はオンライン、懇談会は参

集型（ハイブリット形式） 

2/24（木） ６年生を送る会 実施 

※特活部で

実施方法を

検討し提案 

案①６年生体育館 発表学年対面で発表 

  他学年教室でオンライン参観 

案②６年生体育館 録画動画を視聴（各学

年事前録画）他学年オンライン視聴 

案③全学年教室で動画視聴（各学年事前録

画） 

2/24（木） 学校運営委員会 実施 ※６年生を送る会を参観後、運営委員会 

 

2/28（月） ６年社会科見学 

【国会、科学技術館】 

実施 ※保護者から参加同意書を取る 

※見学先の受入れ状況 

3/ 9（水） 新通学班会議 実施 

※安全部で

実施方法を

検討し提案 

※新通学班の確認 

※新班長・副班長への指導 

3/ 16

（水） 

卒業式予行 実施 ※５年生参列 

 

3/22（火） お別れ式 実施 

※特活部で

実施方法を

検討し提案 

※昨年は、６年生が各教室を回り、廊下で

お別れを実施 



3/23（水） 卒業証書授与式 実施 ※感染状況、宣言の発令によって、保護者

２名から１名に変更も 

⇒Teams でオンライン配信し保護者１名

は控え室で視聴も 

※来賓なし 

3/24（木） うたの輪卒団コンサート

【ゆめぱれす】 

実施 ※感染対策をした上で実施 

 

※その他、学年集会等を計画する場合は、体育館やホールを使用し、三密を避け、感染対

策を講じた上で実施 

※日頃の教科指導においては、これまでの文科省の衛生管理マニュアルや県教委通知を再

度確認し、感染対策を講じた上で実施 

 

※2/13に「まん延防止等重点措置」が解除されなかった場合、上記の感染対策の工夫を

した上、実施方法を検討 

※今後「緊急事態宣言」が発令された場合、廊下の壁を撤去、より一層の感染対策と児童・

保護者への感染予防について指導の徹底をして上で、実施方法を検討 

 

２ 感染症予防対策の徹底 

 ◎学校でクラスターを発生させないために ※ｵﾐｸﾛﾝ株を正しく理解し、対応を 

  ・マスクの正しい着用、手洗い・うがいの励行、換気、三密の回避の再確認 

  ・マスクを外した場面（給食、体育、その他）で、おしゃべりをさせない指導 

  ・登校後の体調不良者への対応 ＝ 別室対応、保護者の迎え 

  ・登校前の体調不良者への対応 ＝ 原則登校自粛、学校への連絡 

   ⇒ 濃厚接触や学級閉鎖の判断材料 ＝ 発症２日前の行動履歴の確認必須 

 

３ 学級閉鎖等の目安について 

◎基本的な考え方 ・感染拡大防止と教育活動の両立を目指す  

・保健所よる積極的疫学調査並びに拡大ＰＣＲ検査等が通常通り行

われる間、暫定的に摘要する 

 ⇒ 同一学級内に２名の陽性者が発生した場合 ＝ ５日間程度の学級閉鎖 

    ※学級閉鎖の間に、有症状者や濃厚接触者相当の児童を確認 

    ※出席停止が適当と考えられる児童を除き、学校医の助言も踏まえ授業を再開 

    ※学級閉鎖期間中に新たな陽性者が複数発生した場合等は、期間の延長を検討 

 ⇒ 陽性者が１名であっても、学級閉鎖をする場合もある 

    ア）周囲に未診断の風邪症状等の症状を有する者が複数いる場合 

    イ）複数の濃厚接触者相当の者がいる場合 

 

 

 



 

 

 -２日 -１日 ０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日  

 陽性者

１人目 

 陽性者

２人目 

   

 

有症状者 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 陽性者の所属学級や人数等を踏まえ学校医の助言を参考に、学年閉鎖や学校閉鎖

（休校）について個別に判断 

    ア）複数の学級を閉鎖した場合 ＝ 学年閉鎖を検討 

イ）複数の学年を閉鎖した場合 ＝ 学校閉鎖（臨時休校）を検討 

 

４ 濃厚接触者相当の者の考え方 

 ◎濃厚接触者相当の者の範囲は、感染者の感染可能期間（発症前２日前／無症状病原

担保有者の場合は、陽性確定に係る検体採取日（ＰＣＲ検査日の２日目前）から、

退院または宿泊療養・自宅待機の解除の基準を満たすまでの期間）のうち、当該感

染者が入院、宿泊療養または自宅待機を開始するまでの期間において、次のいずれ

かに該当する者 

   ⇒ 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性が高い者 

     （１ｍ以内の距離で互いにマスクなし会話で交わされた場合は時間を問わず

濃厚接触者に該当する場合あり） 

   ⇒ 手で触れることのできる距離（目安として１ｍ以内）で、必要な感染予防策

なしで、陽性者と15分以上の接触があった者 

          （必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、

いわゆる鼻出しマスク、顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になか

ったかについても確認） 

 

学 級 閉 鎖 

濃厚接触者 

相当の者 

＝出席停止 

※ここを起算日に

10日間 

出席停止（期間は

保健所の指示） 
登校している同一

学級の児童につい

て早退を指示 

同一学級に 

陽性者２名確認 

 

受診を勧奨 

＝出席停止 

出席停止の児童を除き、

学校医の助言を踏まえ 

授業を再開 

学級閉鎖後も 

有症状者や濃厚接触者相当の者 

となる児童等を確認 

◎校内での行動歴・接触状況確認 

◎学級の日々の健康観察を徹底 



  

０４．１．１１（火） 第１０回職員会議指示伝達 
校長 宮澤 好春 

 

（１）１月朝霞市校長会議報告 

 ※1/12（水）に１月校長会議があるため、職員集会で指示伝達をします。 

① 諸連絡   

② 教育長指示・伝達  

 ③ 学校教育部長指示・伝達事項    

④ 教育指導課指示・伝達事項 

⑤ 教育管理課指示・伝達事項 

 ⑥ 学校給食課    

 

  

校長指示・伝達事項 

（１）新型コロナウイルス感染症変異株の感染拡大と感染予防について 

◎感染症予防と教育活動について＝学校でクラスターを発生させないために 

   ・マスク着用、手洗い・うがいの徹底、換気（通気も含む）、三密回避の再確認 

・マスクを外した場面での指導、対応 

・体調不良者への対応 ※インフルエンザ疑いも含む 

※緊急事態宣言が発令された場合、再度廊下の壁を外す。 

   ※感染予防対策を取れているなら、1/11 現時点では外部講師、保護者参観、

学年集会等実施可。ただし、緊急事態宣言が発令された場合、要検討。 

   ⇒1/14（金）５年音楽鑑賞会、1/18（火）Everly ミニ音楽鑑賞会 

1/26（水）３年クラブ見学、1/27（木）５年市内球技大会 

1/31（月）2/2（火）2/4（金）縦割り交流会 

2/3（木）新入生保護者説明会、2/8（火）指導課訪問 

2/10（木）学校保健委員会、2/14（月）学校課題授業研究会 

2/21（月）高学年授業参観、懇談会、2/22（火）低学年授業参観、懇談会 

2/24（木）６年生を送る会、学校運営協議会 

2/25（金）中学年・つばさ学級授業参観、懇談会 

2/28（月）６年社会科見学、3/9（水）新通学班会議 

3/16（水）卒業式予行練習、3/22（火）お別れ式 

3/23（水）卒業証書授与式、3/24（木）うたの輪卒団コンサート 

 

（２）体罰に係る実態調査の実施について 

  ①目的 児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図り、信頼関

係に立つ教育活動の推進に資する。 

  ②実態把握の方法 ◎教職員 「調査票」を令和４年１月 11 日に配付 

            講師・非常勤講師も調査対象※事務職員は対象外 



           ◎児童・保護者「調査票」を令和４年１月 12 日に配付 

                    ＝市内 15 校で同一日に配付 

            ⇒封印して担任に提出されるので、そのまま校長へ提出 

 

（３）人事評価（自己評価シート達成状況申告）について 

  ①校長達成状況申告配付日： 令和３年 12 月 10 日（金） 

  ②教職員の自己評価シート（達成状況申告）提出日：令和４年 1月 11日（火） 

  ③面 談：令和４年 1 月 11 日（火）～令和４年１月 31 日（月） 

      ⇒ ・目標、方策、困難度の達成状況申告、自己評価の所見等 

  ④評価結果の通知（フィードバック）：令和４年 2 月 14 日（月） 

⑤評価結果苦情申出期間：令和４年 2 月 14 日（月）～令和４年２月 17 日（木） 

 ⇒ 朝霞市教育委員会学校教育部 人事評価担当へ（048-463-0793） 

⑥評価区分の通知（フィードバック）：令和４年 3 月 2 日（水） 

⑦評価区分苦情申出期間：令和４年 3 月 2 日（水）～令和４年 3 月４日（金） 

   ⇒ 朝霞市教育委員会学校教育部 人事評価担当へ（048-463-0793） 

 

（４）学校課題研究のまとめについて 

  ＊今年度の研究のまとめ 

  ＊今年度３回の授業研究会 

  ＊来年度の研究の方向性 ※本発表に向けて 

・目指す児童像の見直し必要か？ ・仮説は継続でよいか？ 加除修正は？ 

・手立ての検証方法は？ 継続、追加、変更？ 

・指導と評価 ※評価についての研究必須 

＊本発表までのスケジュール 

※本発表：令和４年１１月３０日（水） 指導者：児玉裕子先生（依頼済） 

※紀要原稿･･･８月末か？ 

 ・教育長へ原稿依頼、・研究構想図 

・研究内容＝授業研究の取組、環境整備の取組、調査研究の取組 

 ・成果と課題＝授業改善の成果、児童アンケート分析（変容）、各種学力調

査分析等含む 

※指導案綴り･･･10 月末か？ これまでの指導案も掲載？ 

※当日の研究発表内容（パワポ、パネル）･･･11 月上旬か？ 

※当日の運営/役割分担/子ための会への依頼等･･･8 月職員会議提案か？ 

※当日に向けた校内環境整備＝研究の取組、学年掲示板、児童の成果物等 

   ＊研究授業の持ち方 案）単元の導入と終末を公開（各ブロック２学級ずつ） 

 

 

（５）令和４年度の学級編制について 

●令和４年度当初児童生徒数（令和４年１月２０日報告） ２６学級 全 742 名 



学級区分    学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

通常の学級 157 118 113 123 125 91 729 

     標準学級 5 ４ ４ ４ 4 ３ 24 

特別支援学級 知的 

自閉 

(2) 1 １ 1 1 0   (6)4 

(1) (1)0 (３)2 1 0 1 (7)4 

      標準学級           2 

※就学相談・就学支援委員会：新１年生に知的１～２名、自閉 2～３名 

※教育形態変更申請    ：新３年１名、新２年１名 

⇒４階多目的室、３階児童会室、低学年棟２階多目的室を普通教室に  

⇒新１年５学級を３階に、新２年４学級を２階に、新５年４学級を低学年棟２階に 

※令和５年度：通常学級２５、特別支援学級２の２７学級の予定 

 

（５）令和４年度年間行事計画の検討について 

  ●学校評価結果を受け、各分掌、教科等で検討し、次年度に向けての提案 

  ●年間行事計画の見直し・変更 

   ①家庭訪問（表札訪問）の実施時期 

     ＝新体力テストの実施時期との調整 ⇒ 連休明けすぐ 

   ②運動会 10 月８日（土）※10/1～10/7 中体連新人戦、朝霞班科学展 

        ⇒開始時刻を早め、午前中実施、お昼を食べて片付け・下校 

＝地域柄、子供と一緒にお昼を食べたい親も  

        ⇒開始時刻を早め、午前中実施、お昼を食べずに下校、片付けは？ 

          ＝親にとってお昼を用意しなくてもよいという負担軽減に 

   ③校外学習等の実施時期・場所の変更 

     ＝・６年社会１学期に政治の学習 ⇒ 国会見学 いつ頃？ 

      ※６年修学旅行 ５月１２日（木）１３日（金） 鬼怒川宿泊 

      ※５年林間学校 ７月２５日（月）２６日（火） 赤城宿泊 

・３年消防署見学 いつ頃？ ※昔の道具調べ時数削減 

・その他の教科で学習内容の学年間の入れ替え等あるもの  

⇒ 校外学習・外部講師の招聘時期の変更必要？  

⇒ 総合的な学習の時間の年間指導計画を変更した場合 

   ④研究発表会 １１月３０日（水）  

   ⑤教職の負担軽減に向けて各種行事の実施の有無も含めた意見を 

  ＝ア）夏休みの水泳指導の実施しない 

イ）校内サマースクール／ウィンタースクール（補習）の実施しない 

      ウ）儀式的行事、体育的行事、学芸的行事、学年行事等の見直し検討も 

      エ）給食開始日と最終日の午後カット 

      オ）学級末の短縮日１～２日増を検討 ＝ 余剰時数を見て年間計画に 

   ⑥学校公開日 

     ＝１学期１回、２学期１回 ※学校経営方針に係るのでお願いしたい。 



   ⑦授業参観日・学級懇談会・個人面談 

※５時間目授業公開、６時間目懇談会の日程で実施 

     ＝１学期 ４月懇談会のみ、５月末学校公開、７月懇談会 

２学期 12 月個人面談の実施 

３学期 各学年（学級）の学習発表会と懇談会のセット ２月下旬 

   ⑧会議日・研修 ※固定化とノー会議デーの設置 

     ・月曜日 学年主任会、職員会議、研修（学校課題／指導と評価）、（研修

推進）、Ａ部会 

     ・火曜日 Ｂ部会、Ｃ部会 

     ・水曜日 ノー会議デー（学年・学級優先日） 

     ・木曜日 職員集会、研修推進、（研修）、その他分掌会／教科部会 

     ・金曜日 学年会議 

⑨職員会議について 

  ・８月の夏季休業中の職員会議をなくす→8 月の始業式の午後 

・９月の職員会議をなくす（8 月開催分で 10 月まで提案） 

  ・１月の職員会議を１回に（始業式午後） 

※会議時間の短縮について 

     ＊学年主任会を運営委員会と位置付け ＝ 職員会議の協議事項を精選 

  ・月曜の会議時間を 15:10～16:10（60 分で） 

 ⇒ そのためには、会議資料を前日に配付またはフォルダにアップ 

   ＝参加者は事前に目を通して会議に参加 

   ＝提案者はポイントを絞って提案、ポイントを太字で 

    1 つの提案（質疑を含めて）を 10 分以内で 

⑩その他 

     ＊市内行事（5 年球技大会 R4 廃止、５年音楽会、５年鑑賞会、６年陸上

大会、６年芸術鑑賞、なかよし作品展、なかよし発表会他）見直しも 

 

（６）懸案事項の改善・解決に向けて 

  ①会議時間の短縮･･･提案の仕方の改善、資料の事前配付、目安時間の設定 

  ②業務のスクラップ･･･行事や分掌の見直しと統廃合も、日頃の業務の見直し

（例：作品評価、授業準備、各種通信等） ⇒働き方改革 ⇒月 45 時間達成へ 

  ③学力向上･･･全国学テ・県学調の結果の分析、活用 ⇒ さらなる授業改善へ 

  ④規律ある態度▲無言清掃、▲返事、▲廊下歩行等の課題改善を ※同一歩調で 

  ⑤非認知能力の伸長 ※学級経営、学年経営の中で ※リーダーの育成も 

  ⑥不登校・遅刻の多い児童へチームでの対応、⇒３学期面談⇒次年度へ引継ぎ 

⑦人権感覚の育成▲知識理解と行動の不一致 ⇒粘り強く、道徳や学活でも 

⑧令和４年度年間指導計画（評価規準含む）の作成 

⑨教科担任制の導入 ※令和３年度の成果と課題 ⇒令和４年度の導入拡充へ 

  ⑩コミュニティ・スクールとしての在り方、運営協議会との連携、地域とともに 

   ※学校応援団（人材バンク含む）の活用、保護者・地域への支援依頼    



 

○ブロック研修  研究授業の実施 

令和３年度 朝霞市立朝霞第十小学校 学力向上プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国語（学校課題研究） 
・ 文章構成の記述や推敲における習熟度の差
が大きい。 

・ 文章を書くことについて苦手意識を持って
いる児童が多く、埼玉県学力・学習状況調査
では、特に 4・5 年生の二段落で文章を書く
問題で無解答率が 30％～40％と高い割合に
なっていた。 

 ・「書くこと」の指導事項に基づいて、ブロックごと
に校内研修と絡めながら取組を行っていく。 

 

 

 

 

算数 
 計算力はあるが、説明をしたり、理由を述べ

たりする問題では理解が弱く、埼玉県学力・
学習状況調査では、無解答率が 10％～20％
と高い傾向がある。 

 埼玉県学力・学習状況調査では県平均を超
えているものが多いが、個人差があり、個別
支援が必要。  

･ 問題解決的な学習を中心に、自分の考えを
説明し、話合いによって理解を深める授業
展開を工夫する。 

 

 

 

学級経営の改善 
・全ての学習の素地である、よりよい「学級集団
づくり」を全職員で共通理解、共通行動のもと、
推進、改善していく。 
・学級経営の改善により、学習方略や非認知能
力の向上を図り、学力全体の底上げを図る。       
 

 

重点教科等  
 

○スキルアップタイムの取組 
・毎月第３火曜日の朝の時間を中心に語彙力と文章

力アップを目指した取組として、テーマ作文を行

っている。月ごとにテーマを決め、学年ごとに文

字数の目安を示し、取り組んでいる。 

○問題解決的な学習への取組 
・各教科で自力解決の時間を確保し、主体的に表現

できるようにする。 

・資料・情報などを活用した学習に取り組む。 

○表現力の育成 
・「書くこと」を中心に研究し、相手にわかりやすく

表現する力を高める。 

・書く活動を充実させ、書きたくなるような話題の

設定や書き方の指導をしていく。 

○個に応じた指導の充実 
・少人数指導、TTを有効に活用する。 

・習熟度に応じた「伸び」のある授業を行う。 

○学級経営の充実 
・児童一人一人が認められ、よさや可能性を発揮で

き、他者の失敗や短所に寛容で共感的な学級の雰

囲気（支持的な風土）を醸成していく。 

・よりよい学級づくりのための取組を実施する。 

・児童の「互いに認め合う」「人の役に立つ」ことを

大切にした学級作りを行う。 

○家庭学習の充実 
・対話的な活動を家庭学習に取り入れる。 

・各調査に適応できる問題に取り組む。 

○読書活動の充実 
・週１回の朝読書タイムを行う。 

・図書館を積極的に活用する。 

・ハッピーさん（ボランティアによる読み聞かせ）

を有効活用する。 

具体的な取組 
学習における目指す児童像 

○ 自分の思いや考えを相手にわかりやすく表現できる子 

○ 目的意識をもち、学習に進んで取り組む子 

目指す学校像・児童像・教師像 
学校力 …豊かな学びを実現するコミュニティスクール 

人間力 …当たり前のことが当たり前にできる子供 

教師力 …高い倫理観と使命感、自覚と誇りを持ち、学び続ける教師 

チーム力…フットワーク・ネットワーク・チームワークで、保護者や地

域の信託に応えるチーム朝霞十小 

 

 ・学級経営を基盤とした授業改善 

 ・深い学びを実現するための表現力育成 

 

学校教育目標 

○ 意欲のある子 

○ 考える子 

○ 健やかな子 

学力向上プランにおける目標 

＜目指す児童像＞  
○ 自分の思いや考えをもち、相手にわかりや

すいように書いたり発表したりして表現する
ことができる子 

○ 伝え合うことで、自分の考えを深める子 

＜目指す児童像＞  
○ 積極的なコミュニケーションによって、理

解や自分の考えを深める子 
 

令和３年度 校内研修 研究主題 

 

「自分の考えをもち、相手にわかりやすく 

表現できる児童の育成」 

～目的意識をもち、適切に書くことができる指導法の工夫～ 

 

Check 取組の評価（時期） 
・ 学力・学習状況調査結果等をふまえた 

成果・課題の分析 （９月） 

・ 各学年の取組における評価（毎学期末） 

・ 学校評価等による成果と課題の把握 

（年度末） 

＜目指す児童像＞  
○ 楽しく豊かな学級生活をつくるために必要 
  な態度を理解し、実践できる子 
 

Action 課題の絞り込み 
・ 課題の確認と改善策の立案 

・ 学習・生活規律等への取組の見直し 

・ 次年度の教育計画の見直し 

・ 全体計画・年間指導計画の見直し・改善 

Plan 課題解決の計画 
・ 学力・学習状況調査等を基にした指

導計画・指導法の改善策 

・ 小中連携連絡協議会による地域で

取り組む学力向上策 

・ 全教職員による共通理解 

・ 保護者・地域への広報活動 

Do 指導の実践 
・ 学力・学習状況調査等への取組に基

づく指導実践 

・ 高学年での教科担任制の導入 

・ 校内研修の充実 

・ 各教科等における指導の充実 

・ 保護者・地域との連携 

 

小 

朝 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学力向上の手立て＞ 

①意図的・計画的に授業を展開し、基礎基本の定着を図る学習活動を行う。【基礎的基本的な知識・技能】 

②意見の交流や説明の場の設定など、言語活動の充実を図る学習を行う。【対話的な学び】【深い学び】 

③見通しと振り返りを意識した学習、体験的・問題解決的な学習を行う。【主体的な学び】【深い学び】 

＜各教科等の授業改善の手立て＞ 

【国語】①モジュールの時間等を活用し、漢字の読み書き、音読・朗読・暗唱、要約、書写、読書、語彙を増やす活動を計画的に

行う。 

①目的に応じて、どのような情報が必要なのかを明確にして読む(聞く)ようにする。 

①②相手や目的を明確にし、どのように話す(書く)と伝わりやすいか考えて話す(書く)活動を充実させる。 

③単元及び本時の学習の目的や課題を明確にし、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【社会】①③調べた社会的事象と覚えなければならない事柄を関連付けた学習の振り返りを行う。 

②社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を充実させる。 

③単元及び本時の学習の目的や課題を明確にし、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【算数】①意図的・計画的な繰り返し学習を設定し、TT や少人数指導を通した個に応じた指導を行う。 

②自分の考えを言葉や図などで表現させるとともに、相手に伝わるように説明する学習を充実させる。 

③体験的・問題解決的な学習、並びに見通しと振り返りを意識した学習を行う。 

【理科】①観察・実験等の手順を確実に身に付けさせるとともに、知識の定着を図るための学習を計画的に行う。 

②③仮説の妥当性を検討したり、観察・実験の結果を分析し、整理して、考察・表現したり、改善策を考えたりする 

活動を充実させる。 

③自然の事物・現象や学習後の新たな疑問を生かして問題を設定し、考えた仮説をもとに結果の見通しをもたせた上で、 

観察・実験等を行う。 

【生活】①②③活動や体験を振り返り、そこから学んだことや考えたことを書き、交流する活動を充実させる。 

③本時の学習の目的や課題を明確にし、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【音楽】①音楽のよさや美しさを感じ取りながら、思いや意図をもって表現する活動を充実させる。 

②聴き取ったことや感じ取ったこと、自分の思い等を言葉で表し、交流する活動を充実させる。 

③本時の学習の目的や課題を明確にし、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

＜本校の児童に身に付けさせたい学力＞ 

①基礎的基本的な知識・技能（学習規律含む） 

②知識・技能を活用するための思考力・判断力・表現力 及び、聴き合い、伝え合うコミュニケーション能力 

③主体的に学習に取り組む態度・意欲 

＜学校研究 (国語) より＞ 

【研究主題】 

「自分の考えをもち、相手にわかりやすく表現できる子の育成」 

～目的意識をもち、適切に書くことができる指導法の工夫～ 

 

【研究仮説】 

・目的意識を持たせることで、表現する意欲が高まり、自分の考えをもたせることができるのではないか。 

・表現方法の指導を工夫することで、児童が適切に表現することができるのではないか。 

＜授業以外の取組＞ 

○学習環境の整備   ・教材・教具の工夫・学習ルール・みんなの約束・生活目標等の掲示・ICT 機器の効果的な活用 

○読書活動の充実   ・ボランティアによる読み聞かせの充実・児童や教師へのアンケートを活用した本の購入 

・図書館まつり(十小絵本大賞・先生のおすすめの本の紹介)の実施 

○人材活用の推進   ・小学校低学年補助教員、あさかｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ、学校図書館ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ、小学校専任外国人講師、 

学校応援団、学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の活用推進 

・ステップアップ教室(金曜 5 校時終了後の算数を中心とした学習指導)の充実(3 年生) 

・授業支援（学校応援団による授業のサポート）の充実（３年） 

○教職員の資質向上  ・学校課題研究の推進・一般研修の計画的実施 

＜家庭との連携＞ 

○家庭学習の工夫  ・音読カードの活用 

・家庭学習の手引きの活用 

・10 分×学年＋10 分の習慣 

○家庭との協力   ・基本的な生活習慣の確立 

・生活の振り返りアンケート(ニコニコの日アンケート)の実施 

・体力チャレンジカードの実施 

令和３年度 朝霞市立朝霞第十小学校 学力向上プラン 

【図画工作】①様々な表現方法を身に付ける活動や、それぞれの作品の表現のよさを感じさせる活動を充実させる。 

②互いの活動や作品を見合いながら、感じたことや考えたことを伝え合う活動を取り入れる。 

③本時の学習の目的や課題を明確にし、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【家庭】①学んだことや習得したことを活用する活動を充実させる。 

②③学習活動や体験を振り返り、そこから学んだことや考えたことを書き、交流する活動を充実させる。 

③日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、学習活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【体育】①練習方法や活動の場を工夫し、基本的な動きや技能を身に付ける活動を充実させる。 

②互いの動きを見合いながら、感じたことや改善点を伝え合う活動を取り入れる。 

③本時の学習の目的や課題を明確にし、活動への目的意識や見通しをもたせる。また、学習を振り返り、

次時の目標を設定させるようにする。 

【外国語活動・外国語】①外国語の音声やリズム、アルファベットに慣れ親しむ活動を充実させる。 

②③実際に外国語を聞くこと、読むこと、話すこと(やりとり・発表)、書くことを通してコミュニケーシ

ョンを図る楽しさを体験する活動を充実させる。 

【特別の教科 道徳】 ①終末場面で自己を見つめる活動を充実させる。 

②対話を中心としながら、多面的、多角的に考えさせる。 

          ③みんなで解決したいと思える課題や問いをもたせ、振り返りにつなげるようにする。 

【総合的な学習の時間】①③問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく探究的な学習を行う。 

          ②他者と協働して課題を解決し、互いに交流する学習を計画的に行う。 

          ③学習の目的や課題を明確にし、活動への目的意識や見通しをもたせる。 

【特別活動】①合意形成したことや自己決定したことを、どう実践していくのかを考える時間を確保する。 

          ②相手の立場や考え方を尊重したうえで自分の考えを伝え合う活動を充実させる。 

③課題や議題を児童が自分のこととして捉えられるものにする。 

③キャリアパスポートの取組を通して、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら。社会的・職

業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付ける。 



 

 

 

 

 

 

  

今月の体力アップ通信では、俊敏性・持久力・握力を高める運動を紹介します。季節はすっかり秋に移り変わり、運

動しやすい気候になりました。「黒目川マラソン」も近づいてきています。御家族で運動に取り組み、心と体をリフレ

ッシュさせ、寒さの厳しい冬に備えましょう。健康な体をしっかり保ち、毎日元気に過ごせるよう、ぜひ継続して取り

組んでみてください。 

 

 

その１ いざ勝負！「ひじタッチ」「ひざタッチ」 

「ひじタッチ」やり方  

１ ２人で向かい合い、前ならえの手が 

重なる距離をとります。 

２ 体を低く構えて用意。 

３ 「よういドン！」のかけ声で３０秒間の勝負。 

４ 相手のひじをタッチした回数を互いに数えます。 

５ 負けた方はバツゲームでハイジャンプ５回。 

ポイント！ 

・頭と頭をぶつけないように注意。 

・感染予防対策のためにマスクをつけて行う。 

・よけることだけではなく、積極的に攻める。 

 

「ひざタッチ」やり方 

１ ２人で向かい合い、「前ならえ」の 

手が重なる距離をとります。 

２ 体をさらに低く構えて用意。 

３ 「よういドン！」のかけ声で３０秒間の勝負。 

４ 相手のひざをタッチした回数を互いに数えます。 

５ 負けた方はバツゲームでハイジャンプ５回。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体力アップ通信！ 
～目指せ、健康な体！手に入れよう、しなやかな体～ 

令和３年度１０月１９日(火) 

朝霞市立朝霞第十小学校 

体育部 

毎回距離を確かめる。   こしを低く構える。 

ひじタッチの場合 

ひざタッチの場合 
バツゲームのハイジャンプは、地面に手をついてから

ジャンプし、一番高いところで手をたたく。 



 

その２ 心臓破りの耐久前とび  

     

やり方 

１ 初級（１分とんで３０秒休む） 中級（２分とんで３０秒休む） 上級（３分とんで３０秒休む） 

２ これを１セットとし、それぞれ３セットずつ行う。 

 

ポイント 

・引っかかっても、すぐにとび直す。 

・慣れてきたら、少しずつスピードを上げる。（引っかからない程度に） 

※１秒間に２回のスピードがおすすめ！ 

・とび方はリズムよくとべるものが良い。（前とび・かけ足とび・前ふりとびなど） 

 

その３ 心と体のいやしマッサージ 

     

やり方 

１ 相手の表情を見て、お話しながらマッサージをする。 

２ 時間を決めて、交代で行う。（基本は、肩５分以上 手５分ずつ 足５分ずつ） 

 

ポイント 

・肩、手、足のフルコースでも良いし、相手がマッサージしてほしいところだけでも良い。 

・握力を高める運動なので、力を入れてもむ。（相手が痛くない程度に。） 

・楽しく会話するために、話題を決めておく。（今日の運動についての話しや、学校の話。テレビや、ご飯の話など。） 

 

 

 

大人の肩は、とてもこっている

ことが多いので、力を入れても

みましょう。疲れますが、その分

握力が高まります。最初は硬か

った肩が、やわらかくなるまで

もみましょう。 

手のひらだけでなく、指先まで

しっかりもみましょう。親指の

下あたりは、疲れていることが

多いので気持ち良いです。 

足のうらは、運動の後、できれ

ば洗ってからもみましょう。こ

ちらも、指先までしっかりもみ

ましょう。土ふまずのあたりも

気持ち良いです。 

よゆうがあれば、ふくらはぎも

もみましょう。 

マッサージはコミュニケーションを取りながら、相手のことを考えて！ 



 

 

 

 

 

 

今月の体力アップ通信では、握力・投力・持久力を高める運動を紹介します。最近は、朝も夜もすっかり気温が低く

冷え込む日が多くなってきましたね。11 月からはマラソンタイムも始まり、いよいよ「黒目川マラソン」が目の前に

迫ってきました。休み時間の校庭も開放されたので、元気に外で体を動かす日を作って健康な体づくりをしていきま

しょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体力アップ通信！ 
～目指せ、健康な体！～ 

令和３年度１２月１日(火) 

朝霞市立朝霞第十小学校 

体育部 

その１ リラックスタイムに！お風呂でグーパー 

☆湯船の中で･･･ 

  

 １ グー（握る）、パー（開く）で 1 回 

 ２ １０回×3 セット 

ポイント！ 

・パーにするときはしっかりと開く！ 

 

その２ 休み時間にお手軽！鉄棒ぶら下がり 

 

☆最初の３０秒間を使って！ 

 

 １ 自分の身長にあった鉄棒を選ぶ 

 ２ ぶら下がり、30 秒間一度も足がつかないよう

にたえる 

 

その３ タオル（棒でも良い）を使った肩甲骨ストレッチ 

 

☆遠くに投げるためにはうでだけではなく、肩・背中の筋

肉も使うので、しっかりほぐしてやわらかくしておこう！ 

 

 １ タオルの端を両手で持ち、前にかまえる 

 ２ 頭の上を通して、背中のほうにタオルを持ってく

る。 

 ３ 前に戻す 

  

 

※ 無理に回そうとすると体を痛めます。できる範囲でや

ろう！ 

 

その４ 一気にきたえておトクな気分！HIIT（ヒート） 

トレーニング 

 

☆4 種目４分間のトレーニング☆ 全力で 20 秒間動き、

１０秒休けいをくり返します。 

１ その場で全力足ぶみ！ 20 秒 

     10 秒休けい 

２ ももあげジャンプ！  20 秒 

     10 秒休けい 

３ ランジジャンプ！   20 秒 

     10 秒休けい 

４ バーピージャンプ！  20 秒 

 

もも上げジャンプ 

 

こしの高さまでが

んばってジャンプ

しよう！ 

ランジジャンプ 

なるべく低くしず

みこむようにしよ

う！ 

バーピー 

それぞれの動きを

すばやく！ 



わくわくなかよしまつり 実施計画（案） 
令和３年 10月 11日（月） 

特   活   部 

１．目 的 

・学年を越え全校児童の交流を深める。 

    ・集団活動を通して、創造する力や工夫する力を育てる。 

    ・３年生以上はクラスごとに遊びを企画し、準備等を通して学級作りに生かす。 

 

２．日 時    １１月２６日（金） １・２校時（時数カウント：児童会行事２時間） 

 

３．場 所    教室・体育館・学習ルームなど 

 

４．内 容 

・３年生以上の各クラスでお店（企画・準備した遊び）を出店する。 

・３年生以上はＡグループ・Ｂグループに分かれ、店番と他のクラスの店回りを交代で行う。 

・１年生は、前半・後半ともに店回りをする。 

・つばさ学級の児童は、児童の実態に合わせて、交流学級にて活動、もしくは１年生同様に動く。 

・一人一人がカードを持って回り、参加した店で印またはサインをもらう。 

 ・店回りは、各自自由に回る。できるだけ一人で回らないように、各クラスで事前指導しておく。 

 ・店の紹介用にポスター１枚と地図を貼り出す。 

・校内の廊下や階段で混雑するので走らないように注意し、右側通行を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ お店の準備について 

・３年生以上が出店する内容は代表者会議にて相談して決める。（２年生は先に決めておく。） 

・景品や記録証はなしにする。 

・店の内容、場所の調整は代表委員会で話し合う。 

・リサイクルの発想を生かし、ビン、ペットボトル、段ボール等を使ってお店を考える。 

（できるだけゴミが増えないように配慮する。） 

・作ったり遊んだりして楽しめるコーナーにする。（食べ物はやらない） 

・おばけ屋敷（犯罪を想起するようなものも）やスライムは、安全面等からやらない。 

・受付の用意、店の看板、お客さんが困らないための説明書などを準備してもよい。 

・店で使用する用具や道具は勝手に持ち出さず、代表委員を通し準備する。 

（例：ボール・ストップウォッチ・カラーコーン・段ボールカッターなど） 

 

本来壁があったところま

でをお店とし、そこに受

付を置く。お客さんが待

つ場所を決め、廊下歩行

できる場所を確保する。 

 



○ 当日までの日程 

日時 場所 参加者 内  容 

11/4（木） 

昼休み 

児童

会室 

代表委員 

３年代表 

代表会議① 

・わくわくなかよしまつりの計画用紙をもらい、説明を聞く。 

11/5（金） 

～11/10（水） 

各クラス  担任の先生と相談 
・店の案をいつ決めるか 

・第１～第 3希望まで決めておく。メモ① 

11/11（木） 

昼休み 

児童

会室 

代表委員 

３年代表 

代表会議② 
・店の内容を調整、決定。 

・ポスター用紙を受け取る 

11/12（金） 

～11/17（水） 

 

各クラス  担任の先生と相談 
・決定したお店の報告 

・学校から借りたいもの買ってもらうものなど必要なものを決める。メモ② 

・提出用紙★１・★２を担任の先生に提出する。 

・店の名前を話し合って決める。メモ③ 

・提出用紙★3（店の紹介文）を担任の先生に確認してもらう。 

11/18（木） 

昼休み 

児童

会室 

代表委員 

３年代表 

 

代表会議③ 
・当日の流れ、片付けの仕方を確認 

・学校から借りられるものの調整結果を聞く。 

・提出用紙★３（店の紹介文）を代表会議担当の先生に渡す。 

11/19（金） 

～25（木） 

各クラス  

 

担任の先生と相談 
・クラス内での役割分担 

・店のシュミレーションなど 

11/16（火） 学習ルーム  児童集会の撮影 

・お店紹介の動画をクラスごとに撮影する。（30秒程度） 

11/19（金） 各クラス  ポスターの提出 
・担任の先生へ提出する。 

11／２6（金）    なかよしまつり当日 １，２校時 

○ 当日の日程  

８：３０～ ８：４０ 健康観察・準備・教室内に着席して放送を待つ。 開店準備をする 

 （２年生以上は前日～８：４０までに準備を終わらせ、静かに座る） 

   ８：４０～ ８：４５ 開会式（放送）座って聞く。 

   ８：４５～ ９：２０ 前半 Ａグループ 店番 Ｂグループ 店回り 

   ９：２０～ ９：３０ 交代（１年生は、一度教室へ戻る。放送の合図まで静かに待つ。 

２年生以上は、自分の教室に戻り、交代準備をして放送の合図まで待つ。） 

              手洗いをする 

♪ 曲をかけます ♪ 

   ９：３０～１０：０５ 後半 Ａグループ 店回り Ｂグループ 店番 

  １０：０５～１０：１０ 移動（１年生は教室にもどって静かに放送を待つ。 

２年生以上は、店の場所にもどって座って静かに待つ。片づけは閉会式後） 

  １０：１０～１０：１５ 閉会式（放送）座って聞く。 

  １０：１５～１０：３０ 片付け（片付けが早く終わっても、時間までは教室で過ごす） 

手洗いをする 

１０：３０～      ２０分休み 

    １０：５０～            ３校時開始 

 



○後片付け・清掃 

    ・使用した用具や道具は責任を持って昼休みに返す。 

  ・ゴミは分別し、きちんと出す。特に段ボールはきつく縛って持ってくる。 

 

６．お店紹介の方法 

  ・ポスターの掲示・・・・・・・・・・・各クラス１枚作成し、ホールに掲示する。 

  ・各クラスのお店紹介（３０秒以内）・・・11月 25日（木） 児童集会（テレビ放送） 

  ＊撮影を 11月 16日（火）昼休み・学習ルームでやります。各クラス代表を選出してください。 

 

７．その他 

     ・代表会議で 11月 11日（木）昼休みにお店の内容、場所を決定する。（３年生代表２名も出席する。）  

     ・時間、労力、材料があまりかからないようにし、ゴミもあまり出さないように指導し共通理解をはかる。 

     ・予算 クラス ２,０００円       ＊購入希望用紙 １１月１７日（水）締切 

 

・コロナ禍での実施について 

① １１/４（木） 第１回代表者会議の段階で、緊急事態宣言やまん延防止措置等の何らかの宣言が出て

いる。もしくは、出る見通しがある場合 → 中止 

 

② 代表者会議以降について 

緊急事態宣言が出た場合 → ２６日の実施はなし。学年判断で中止か延期 

まん延防止措置等が出た場合 → 実施（店回りは学年間のみ。１・2年生は例外） 

 

③ 校内陽性者が出た場合の対応 

11/19～26 学級閉鎖がある場合 → ２６日の実施はなし。学年判断で中止か延期 

新規陽性者がいるが、校内での感染が拡大してない場合 →２６日実施（学年間交流。1･2年生は例外） 

代表者会議の期間中 陽性者が出た場合（学級閉鎖を含む） → 学年内で代表者会議 

 

 

 

 

＜特活部 分担＞ 

・お店準備、運営、片付け・・・・・・・・・・・・・・各担任 

・代表会議、開閉会式（代表委員）・・・・・・・・・・（ 岡部 ）（ 足立 ）（ 豊島 ） 

・まつりカード作成(５年)、印刷・・・・・・・・・・・（ 豊島 ）（ 深町 ） 

・まつりカード（店名・場所）拡大掲示・・・・・・・・（ 影山 ）（ 塩澤 ） 

・ポスター掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ 矢部 ）（ 浦野 ） 

 

・片づけ時のゴミ集積所見守り・・・・・・・・・・・・・担外の方にお願い致します 

 



 ６年生を送る会 ～ありがとうの会～ （案） 

    令和４年１月１１日（火）特活部 

 

１． ねらい 全校児童で、６年生の卒業を祝い、感謝と激励の気持ちを伝える。 

 

２．日時・場所 ２月２４日（木）朝～1校時…感染症の状況により体育館もしくは各教室 

 

３．内容  

 ○体育館にて実施の場合 

８：３０～ 朝の会・健康観察 

８：３５～ 1～５年生 体育館へ 

８：４５～ 6年生入場 → 整列し直し 

 

【プログラム】 

① ６年生入場 

② はじめの言葉（代表委員） 

③ 各学年からの言葉と出し物（４分×５学年・つばさ） 

④ ６年生の言葉と出し物（４分） 

⑤ 児童会引継ぎ式（４分） 

⑥ 校長先生のお話 

⑦ 終わりの言葉（代表委員） 

⑧ ６年生退場 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

○各教室にて実施の場合 

 ９：４０～ ビデオ放送 

 

【プログラム】 

① はじめの言葉（代表委員） 

② 各学年からの言葉と出し物（４分×５学年・つばさ） 

③ ６年生の言葉と出し物（４分） 

④ 児童会引継ぎ式（３分） 

⑤ 校長先生のお話 

⑥ 終わりの言葉（代表委員） 

    
 

三
年 

四
年 

五
年 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

一
年 

六
年 

二
年 
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上
・
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アーチ４年生 

    6 本 

・各クラス男女一列ずつ 

・アーチ 6本 

（４年生 各クラス３名ずつ） 

・アーチをもつ児童以外は着席のまま拍手

で６年生を迎える。 

※アーチをもつ子がどうしても列の方に入

ってしまいますが、御承知おきください 

 



４．各学年の取り組み 

・学年の出し物…４分以内 ※時間厳守でお願いします  

・出し物が決まったら、教えてください。 

・２月１８日（金）までに撮影。体育館や校庭を必ず使用しなくてはいけないわけではありません。 

・体育館や校庭での撮影日程を１月２７日（木）に調整したいと思います。なお、体育との都合もあります 

ので、希望の学年は日程の検討をお願いします。 

・動画の完成締切：２月２１日（月）  （タブレットでない場合は声をかけてください） 

 

５． ビデオ撮影の日程 

○体育館使用 

２月１０日（木） 

 

   

 

 

 

○校庭使用 

 

 

 

 

  

 

○ホール使用 

 ２月１８日（金）までに撮影できるように調整お願いします。 

 

５.その他 

・６年生の入退場のときに、アーチを使用します。体育館前方にいる１,２年生と後方にいる３,４,５年生の間

を 2ｍほどあけたいと思いますので１,２年生は一番後ろの児童を体育館中央当たりの緑の線に３,４,５年生は

一番前の児童を後ろ側の緑の線に合わせて並んでください。６年生入場後、司会の代表委員の誘導で整列し直し

ます。 

・感染症の拡大状況によって、体育館実施か教室実施かを判断します。 

 ２月２１日（月）に緊急事態宣言やまん延防止措置等が出ている場合、もしくは学級閉鎖等のクラスがある場

合には、教室実施とします。 

 

 

 

１校時  

 

（体：つばさ） 

２校時  

× 

（体：4-1） 

３校時  

 

（体：3-4） 

１校時  

 

（体：つばさ） 

２校時  

 

（体：3-2） 

３校時  

 

（体：3-3） 

１校時  

 

（体：つばさ） 

１校時  

 

（2-2） 

１校時  

 

（2-4） 

２校時  

× 

（1-4.6-1） 

３校時  

 

（1-2.6-2） 

１校時  

 

（2-1） 

２校時  

× 

（1-4） 

３校時  

× 

（1-1） 

２月１４日（月） ２月１６日（水） 

 



 

 

６年生を送る会の出し物 

つばさ  
CD マイク 

１年  
CD マイク 

２年  
CD マイク 

３年  
CD マイク 

４年  
CD マイク 

５年 
 CD マイク 

６年 
 CD マイク 

 
 

 



たてわり活動 引き継ぎ式（案） 

令和３年１月１８日（月） 特活部 
 

１ ねらい 5年生がたてわり活動を主で行うという意識を持たせる。 

 

２ 活動内容 

日時 場所 参加者 内容 

2月９日（火） 

昼休み 

児童会室 6年：各色ルームリーダーの代表 1名ずつ 

5年：各色代表 1名ずつ 

引き継ぎ式の説明 

＊５年生一言 

2月１６日（火）まで   まで 6年：各色ルームリーダーの代表 1名ずつ 

5年：各色代表 1名ずつ 

・台詞を考えて 

見せに来る 

・たてわりファイル

＆遊びの紹介の紙

を持ってくる 

・６年生への手紙も

持ってくる。 

２月１８日（木） 

昼休み 

 

児童会室 司会の代表委員 

6年：各色ルームリーダーの代表 1名ずつ 

5年：各色代表 1名ずつ 

VTR撮影 

２月２５日（木）朝 

 

各教室 

（ＶＴＲ） 

全児童 児童集会 

（引き継ぎ式） 

＜引き継ぎの式の説明内容＞ 

① 台詞を考えてくること（６年生の分担、５年生はもらうときの一言） 

② 各色ルームリーダーからたてわりファイル＆遊びの紹介の紙を回収してくること 

 

☆引き継ぎ式の流れ☆ 

（時枝）   

気をつけ、礼 

   これから、たてわり活動の引きつぎを行います。 

   この１年、私たち十小ではたてわりの活動を続けてきました。 

   たてわり交流会に向けて ６年生としての活動は 

 

 

 

 

（例：班長会議・リハーサル・遊びの提案・司会進行などの説明と活動してきた感想） 

みんなに分かりやすいように説明をしたり、楽しめる遊びができるように考えたりしました。 

たてわり班の先生とのリハーサルも行いました。 

どんな遊びがいいか考えるときは大変でしたが、みんなが楽しんでくれたのでよかったです。 

 



（  ） 

   はじめての顔合わせ、サイン集めゲームときには、 

 

 

 

 

    （例：みんなを盛り上げるために気をつけたこと、うれしかったことやがんばったことなどの感想） 

 

（  ） 

 たてわりの外遊びでは、 

 

 

 

 

（例：楽しかった遊び、反省点、うれしかったことなどの感想） 

 

赤  これから、たてわり活動で使ったたてわりファイルと遊びの紹介の紙を５年生に引きつぎます。

これまで、６年生はたてわりの班長やルームリーダーをがんばってきました。 

１年生から５年生のみなさんは、たくさん協力してくれました。 

    これからの十小をよろしくお願いします。    （６年代表から５年代表へわたす）  

 

                          

 

 青  私たち 6年生が卒業しても、これからも十小の伝統であるたてわり活動を続けてください。 

よろしくお願いします。    （６年代表から５年代表へわたす）  

 

                          

 

  

黄  1年生から 6年生までが仲良く協力できる学校にしてください。 

よろしくお願いします。   （６年代表から５年代表へわたす）  

  

                          

 

    これで、たてわり活動の引きつぎを終わります。 礼。 

   

みんながとても静かできんちょうしましたが、みんなが話を聞いてくれたのでぼくたちも安心し

てできました。名前を覚えてくれたときは、とてもうれしかったです。 

今までみんなをしっかりまとめてくれてありがとうございました。 

赤組みんなからのメッセージです。受け取ってください。 

これからも６年生を見習って、十小の伝統であるたてわり活動をつづけていきたい

と思います。 

青組みんなからのメッセージです。受け取ってください。 

 

みんなが仲良くできるように、最高学年としてがんばります。 

黄組みんなからのメッセージです。受け取ってください。 

 

班のみんながけがをしていないか、楽しく遊べているかなど、様々なことに気をつけて取り組

みました。みなさんが笑顔で遊んでいる姿を見ると元気がわいてきて、やりがいを感じました。 



「いじめ防止に向けた取組」実施報告書 

学校名 朝霞市立朝霞第十小学校 記入者 大清水 拓也 

取組の実績・効果 

<児童に対して> 

・朝霞市教育委員会からの「ひとりでなやまないで」を全学年に配付した。 

・アンケートを実施し、児童の心の状態をつかむようにした。大きな問題は出

てこなかったが、５・６年生に実施した「今の気持ちは」では、生きていて

も仕方ないに、「いつも」や、「時々」に印をつけた児童もいた。すぐに、担

任に一人一人確認をしてもらったところ、結果として全て深刻ではないもの

だったが、家庭での悩みなどもあり、児童に寄り添い、丁寧に聞き取りを行

ったことで、児童理解に役立てることができた。 

・本校で毎月 25日に実施している「心のアンケート」によって、いじめの未然

防止、早期発見、早期対応につなげることができている。さらに児童理解に

役立てることもできた。 

・道徳主任と連携し、「いじめ防止」に係る道徳の授業を全学級で実施した。 

・全校朝会の校長講話の中で、いじめに関する話をした。いつも話をしている

担任と違い、校長の話ということで、児童の理解も深まった。 

・各学年、児童の実態に応じた取組を実施し、積極的な生徒指導へとつなげる

ことができた。 

・いじめを考えるキャンペーンとして「わたしの行動宣言」を書いたものを集 

めて６年生が中心となって校内に掲示した。 

<職員に対して> 

・道徳主任が、参考になる資料を厳選して、必要な資料も準備し、授業に取り

組むための環境を整えてくれた。そのため、学年で共通した題材を取り上げ

ることができ、効果が上がったのではないかと考えられる。 

・毎月行っている生徒指導部会での学年の様子の報告の際、部員と管理職で確

認し、いじめの認知の判断を行っている。また、いじめと認定した件に関し

て、その後の指導や見届けについてデータとして残し、見届け 3ヶ月を終え

るまで、どのような対応をしていったのかを職員全員で見守ることができる

ような取組をした。 

・月１回の部会や、その後の報告、さらに夏休みの研修などを通して、職員全

員で情報を共有し、共に考えることで、いじめの早期発見、早期対応につな

がったと思う。また、職員一人一人の「いじめ」に対する認識も深まり、よ

りいじめ防止に向けた意図的・計画的な指導に結びついたと考える。 



<保護者に対して> 

・学校だよりで、「いじめ防止月間」であることを知らせ、学校での取組などを

紹介し、保護者の意識を高めた。 

<その他> 

・管理職による「教室訪問」を通し、担任だけでは見落としてしまう些細なこ

とでも見つけてもらえるようにした。授業を中心に教室をまわった。その結

果、様々な場面で管理職のアドバイスをいただけ、学級経営に役立った。 

・日頃から楽しく豊かな学級づくりのために、エンカウンター等に取り組んだ

ことでいじめの未然防止につながった。 

・スクールカウンセラーによう心のカウンセリングを月１回実施する中で知り

得た情報を、担任と共有することで、児童への指導の幅が広がった。 

取組の評価 

様々な取組を通して、全体として、いじめに発展するような、児童間での大

きな問題は減っている。 

しかし、多少落ち着きがなかったり、言動が乱暴だったりすることによる児

童間のトラブルも起きている。ちょっとしたことでも傷つく児童や、自分は人

に嫌なことをしても気にならないが、人にされるとひどく傷つく児童も増えて

きたように思う。 

そのような中で、「いじめはいつでもどこにでも起こり得る」という意識で、

教職員がアンテナを高くし、児童の気持ちに寄り添った指導を行うことが大切

である。 

今後も全職員が一丸となり、いじめ防止に向けて様々な取組を通して、いじ

めを未然に防止するとともに、早期発見、早期対応することで、いじめ解消率

１００％を目指していきたい。 

※提出期限 令和３年１２月１０日（金） 



様式第１号（第３条関係）  

       朝 十 小 発 第 ７ １ 号  

                    令和２年１０月１６日  

 

 朝霞市教育委員会教育長  様 

 

 

               朝霞市立朝霞第十小学校長  

                    宮  澤 好  春 印  

 

 

   特色ある学校づくり支援事業実施計画書  

 

 このことについて、下記のとおり提出します。  

 

               記  

１ 支援事業の概要  

（１）学校テーマ  

地域や外部機関と連携・協働し、地域とともにある学校づくりを進め、

豊かな学びを創出する  

※【別添】のように、そのまま一覧とします。  

なるべく４０字以内で記入願います。  

（２）めざす特色への理念  

◎地域とともにある学校づくりを行うため、地域や外部機関と連携・

協働し、豊かな学びを創出する取組を行う。  

１ 児童の情操教育の一環として、「音楽朝会」や「うたの輪合唱団」

の発表・公開に向け歌声の響く学校づくりを行う。  

２ 安全教育の一環として、学校応援団や子どもための会の協力・支

援を受け、安全マップづくりを通した安全意識を高め、安心・安

全な学校づくりを推進する。  

３ 学校応援団をはじめ地域人材を活用し、放課後のステップアップ

教室や授業（算数科）の支援を通して、学力向上の取組に発展さ

せていく。  

４ 専門性をもった外部機関の人材を授業で活用し、豊かな学びを創

出する「社会に開かれた教育課程」を編成していく。  

 

 

 

 



（３）めざす特色（目標、数値目標等）  

１  外部指導者を招聘し、「音楽朝会」や「うたの輪合唱団」の取組

を充実させ、歌声の響く学校づくりを進める。  

２ 学校応援団や子どもための会の協力・支援を受け、「安全マップ」

づくりを通して、児童・保護者・地域で安全意識を高め、安心・

安全な学校づくりを推進する。  

３ 学校応援団や地域人材を活用し、放課後のステップアップ教室や

授業（算数科）の支援の回数を増やし、学力向上に取り組む。  

４ 地域の伝統的民俗芸能「溝沼獅子舞」をはじめとする地域の諸行

事や歴史等を知る人材を授業で活用する。  

５ 専門性をもった外部機関の人材を授業で活用する回数を増やし、

豊かな学びを創出する。  

６  専門性をもった外部機関の人材を校内研修の指導者として依頼

し、教職員の資質・能力の向上に資する。  

 

（４）具体的な方策  

○「うたの輪合唱団」の指導者を招聘し、各種コンクールに向けた  

取組を充実させる。  

○「うたの輪合唱団」を核にし、音楽朝会の取組を充実させる。  

○子どものための会や学校応援団との連携を強化し、安全マップづく

りやステップアップ教室を充実させる。  

○学校応援団に授業への支援を要請し、連携の機会を拡充していく。 

○「溝沼獅子舞」保存会の方に、授業に係わってもらう機会をつくる。 

○地域人材や専門性を有する外部機関の方に、授業に係わってもらう

機会を拡充する。  

○地域人材や専門性を有する外部人材の方に、校内研修の指導者を依

頼し、教職員の資質・能力の向上に資する。  

 

（５）めざす特色づくりへの計画  

期 月       内           容 

１

学

期 

４

月

～

８

月 

◎「音楽朝会」の充実と公開（通年）  

◎「ステップアップ教室」の充実（通年）  

◎栽培委員会等と連携した「学校ファーム」の充実（通年）  

○地域行事の把握、地域人材の発掘・登録（年度当初）  

○「溝沼獅子舞」の見学（４月）  

○「地域安全マップ」づくり（夏季休業日）  

○「うたの輪合唱団」ＮＨＫ音楽コンクール参加（８月）  



２

学

期 

８

月

～

12

月 

○学校応援団や地域人材の授業での活用（２・３学期）  

○「市内音楽会」に向けた取組（１０・１１月）  

○「溝沼獅子舞」保存会の方による音楽科や総合的な学習の

時間における授業実践（２学期中） 

○「学校ファーム」の整備と収穫（２学期中）  

○学校応援団や子どもための会と栽培委員会の連携による

「花いっぱいの学校」づくり支援（２学期中）  

○ふれあいフェスティバルや地域行事での「うたの輪合唱団」

の演奏（１０・１１・１２月）  

○外部人材による授業支援（２・３学期）  

○外部人材による校内研修指導者（２・３学期）  

○オリ・パラ教育の一環としての競技者による講演会（２・

３学期）  

 

３

学

期 

１

月

～

３

月 

○「うたの輪合唱団」の埼玉県ヴォーカルアンサンブルコン

テスト参加（１月）  

○今年度の成果と課題のまとめ、次年度計画案作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 所要経費 

 費  目 予   算  積  算  内   訳  

報 償 費 

（講師謝金、  

講師謝礼）  

２５０，０００円 

 

講師謝金  

 ２，０００円×１２５回（延べ） 

需 用 費 

（消耗品費、印

刷・製本・コピ

ー代、フイルム

代 、 写 真 現 像

代・プリント代

等）  

２５０，０００円 

 

消耗品     １００，０００円  

・布  

・画用紙、模造紙  

・カラーペン、ボンド  

・写真用紙、プリンターインク、

ＤＶＤディスク、コピー用紙  

・楽譜  

・ラミネートフィルム  

 

 

肥料・野菜苗他１００，０００円  

・種芋、綿、へちま  他 

 

 

花卉苗・種    ５０，０００円  

・パンジー苗、マリーゴールド苗   

 サルビア苗  他 

役 務 費 

（郵便・切手・

電話料、保険料

等）  

 

５，０００円 

 

郵便、切手代他  ５，０００円  

 合   計 ５０５，０００円  

 

 

 



授業参観の感想及び指導・助言シート 

校長 宮澤 好春 

日時 １０月１１日（月）第３校時 学級 ４年２組 授業者 黒子 恭広 教諭 

教科 理 科 単元 とじこめた空気や水 教材  

 

１ 自己評価シート領域１ 

困難度 今年度の目標 方   策（ ○現在の達成状況／△助言 ） 

４ ○理科の授業実践の

工夫や理解室の環

境を整えることで、

基礎基本を確実に

定着させる。 

①予備実験や理科の教材備品を整備すること

で、実験、観察を確実に行い、実感を伴った

授業を実践する。 

②iPadを使い、様々なデジタルコンテンツや

アプリを活用することで児童の理解が深ま

るような授業を実践する。 

③理科室の環境や教材の整理をすることで理

解への興味を深める工夫をする。 

⇒単元テスト平均90％以上の達成を目指す。 

○予備実験をしているからこそ、実験

の手順、注意点、安全指導等的確な

指導ができている。 

○iPadと大型テレビを有効に活用し、

前時の板書の確認ができていた。 

○オンライン授業時も、iPadを活用し

双方方向の授業ができていた。 

○教材・教具の工夫、ワークシートの

工夫ができていた。 

 

２ 授業参観の視点 

 授業参観の視点 授業での様子（◎良い点／△改善点） 感想・助言（▲／⇒） 

① 学習規律の確立 
◎聞く場面と活動する場面の切り替え 

◎指示が明確 
 

② 目標の明確化 ◎本単元のめあて、本時のめあて  

③ 導入の工夫 ◎前時の板書を大型テレビに提示  

④ 知識・技能の習得 ・実験を通して、体積と圧力の関係を理解  

⑤ 見通しの持たせ方 ◎単元の導入で予想＝フォーマットに記入 
・フォーマット有効 

 ⇒次の段階の工夫も必要 

⑥ 協働的な学び ・個々で実験 ⇒ 結果の共有を  

⑦ 個に応じた指導 ◎期間巡視で実験の方法を個別に指導  

⑧ 言語活動の充実 ◎予想、結果の考察を自分の言葉で記入 

 ⇒予想のフォーマット有効 

 ⇒ワークシートに実験結果記入 

△学習内容の系統性を確認しておきたい 

＝４年の学習は５年、６年、中学理科にど

うつながっていくのか  

⇒実験結果を基に考察 

＝教師がまとめる前に自分の言葉（算

数で言う自力解決の時間）で記入を 

⇒系統性を理解しておくと、４年でこ

こまで理解させればＯＫが見えて

いくる＝他教科も同じ 

⑨ 思考力・判断力の育成 

⑩ 表現力の育成 

⑪ 深い学び 

⑫ 振り返り ・ワークシート、ノート記述  

⑬ 評価方法 ・単元の目標、評価規準明確  

⑭ 板書／ノート指導 ・意図的、計画的にできている  

⑮ 発問の工夫 ・しゃべり過ぎていないところＯＫ  

⑯ 教材・教具の工夫 ◎予備実験、教材教具の準備バッチリ  

 



３ 授業記録 

過程 主な発問・指示 学習活動・反応 指導（▲改善点）・助言（黄色） 
10:50 

 

 

 

 

 

 

 

10:54 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:25 

 

・持ち物の確認、前時の確認 

 ⇒ノートを見るよう指示 

 ⇒単元の問題、予想、計画、見

通しを再度確認 

 

 

 

 

・本時のめあての確認 

・本時の実験の手順を説明 

 ⇒実験道具：空気鉄砲、注射器、

ゴムマット 

 ⇒目盛りの読み方、空気鉄砲と

注射器の目盛りの違い 

・教科書とノートをしまう指示 

・立って実験をするよう指示 

 

・机間巡視 

 ＝見届けと指導・助言 

 ＝記録の取り方指導 

・あと１分 

 ⇒付箋に各班の結果をメモ 

  ＝意図的指名に活用 

 

・実験終了、終わったか確認 

・ワークシートの記入の仕方確認 

 ⇒記入が終わったら挙手で合

図するよう指示 

 

・道具の片付けを指示 

 ⇒片付ける場所を確認 

・手洗いを指示 

 

・結果の確認 

 

 

 

・力を加えるとどうだった？ 

・止めると？ 

・次時は結果から分かったことを

まとめの予告 

 

・ノートを見ながら確認 

問題：閉じ込めた空気を押してい

くと体積や手応えはどのように

変わるだろうか？ 

⇒前時の予想を発表 

 ・手応えは重くなる 

 ・体積は小さくなる 

◎教師の補助発問に即答できる 

 「手応え」は「ない」 

◎教師の説明をよく聞けている 

 ＝これまでの授業規律に指導

の賜物 

 

 

・実験開始 

 ＊空気鉄砲と注射器を弱くと

強く押し、記録を取り始める 

 △実験に夢中で記録を記入し

ていない子 

 △目盛りの読み方バラバラ 

  ＝上から読んでいる子 

  ＝真横から読んでいる子 

   

・ワークシートに記録の記入し実

験の整理 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄砲：弱く10、手応え小さい 

     強く４、手応え超大きい 

・注射器：弱く20、手応え小さい 

     強く４、手応え大きい 

・元に戻ろうとした 

・押し返そうとした 

◎iPadに前時の板書を保存し、大型テ

レビに投影し確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 校長より 
◎初任者や実習生に、理科の問題解決型の授業はこういう流れで進めるよ、という示範を示す授業だったと思い

ます。 

 ⇒こういう授業の流れを繰り返しできれば、今求められている「主体的・対話的で深い学び」を達成でき、３

つの資質が確実に付けられると考えます。引き続きお願いします。 

◎これまでの黒子先生の経験と理科の授業中での約束の確認の積み重ねがあったからこそ、本時のようなメリハ

リのある授業ができたのだと思います。特に、安全面への指導と配慮は初任者にとって学ぶべきものが多かっ

た授業でした。さすが17年の経験者です。 

 ⇒予備実験や教材研究をしっかり行っているからこその授業でした。理科専科（一部外国語）を担当し、授業

力がさらに伸びた思います。 

 

◎予想を立てるフォーマットに書かせていた。 

空気を押していくと手応えは      。体積は 

     だと思います。なぜなら、前回学習した

学習した時に     からです。 

△４年の２学期で、フォーマットに予想が書けてい

た。では３学期も同じフォーマットを使うのか、

ハードルを上げて、予想を書かせるのか 

⇒理科の言語活動、問題解決型の学習重要 

△目盛りの読み方の確認があるとよかった 

⇒上からだと正しく読み取れていない 

⇒本単元の次時以降で、他の単元で生かせるよう

に 
◎授業規律ができているため、手順を確認し、 

安全に実験が進められていた。 

◎机間巡視をしながら、実験の進捗状況の確認、

安全面の確認ができていた。 

 ＝付箋にメモしながら 

◎ＩＣＴを授業の中で、どの様に活用し

ていくか、試行錯誤しながら有効な

方法を初任者や実習生に示すこおｔ

ができていた。 

◎教員が話す場面と児童が聞く場面、活動

する場面のメリハリがある。 

  ⇒明確な指示と聞けない児童への指導 



授業参観の感想及び指導・助言シート 

校長 宮澤 好春 

日時 １０月１８日（月）第２校時 学級 ４年２組 授業者 塩澤 尚子 教諭 

教科 国語 単元 慣用句に親しもう 教材 伝わる言葉 慣用句 

 

１ 自己評価シート領域１ 

困難度 今年度の目標 方   策（ ○現在の達成状況／△助言 ） 

４ 国語科及び算数科に

おける基礎事項の

徹底を行う。 

・漢字テストで平均85点以上、90点以下再テ

スト、全問正解まで繰り返し、漢字を正しく

使用しているか確認、漢字ノートを毎日宿

題で、誤字脱字を付箋で訂正 

・計算スキルを毎日宿題で、誤答ページに付箋

で解き直し、付箋が剥がれるまで見届け 

 

 

２ 授業参観の視点 

 授業参観の視点 授業での様子（◎良い点／△改善点） 感想・助言（▲／⇒） 

① 学習規律の確立 
○挨拶、話しを聞く、発言する切替え 

△指名された時の「はい」がない子も 

▲指名されて「はい」がないことを指

導しないと、返事をしなくてもよいと

学習してしまう。⇒やり直しを 

② 目標の明確化 ・本時のめあて 板書、個人・全員で復唱  

③ 導入の工夫 ・野本先生への振りGood  

④ 知識・技能の習得 

○慣用句の知ること、調べることGood 

・国語辞典の調べ方 △慣用句をどう調べた

らいいか分からなかった子 

⇒体の部位、動物等選択肢で与えた語

句を国語辞典で調べ、そこから慣用句

（慣用表現）を見付ける等助言を 

⑤ 見通しの持たせ方 ・今日の学習内容と見通しを説明  

⑥ 協働的な学び ・なし ⇒第２時以降で小グループで活動  

⑦ 個に応じた指導 
△Ｃ評価の子へ指導・助言を指導案上でも位

置付け、机間巡視をした際に指導を 
 

⑧ 言語活動の充実 ○慣用句に親しむために、慣用表現の穴埋め

クイズ（ワークシート） 

○国語辞典を使って調べ学習 国語の時間で

活用させることとても大事 

◎慣用句を使った文章づくりを位置付け 

◎単元計画で、慣用句の意味を知り使

うこと、慣用句を使った文章づくり

（＝使おうとしている「態度」）本単元

の目標を達成できる。だから活動（ク

イズ）だけで終わってはダメ。 

⑨ 思考力・判断力の育成 

⑩ 表現力の育成 

⑪ 深い学び 

⑫ 振り返り ・ワークシートに記入後、発表  

⑬ 評価方法 
△指導案にＢ評価の“基準”を書き込んでいな

い＝肌感覚で見届けではダメ 

⇒Ｂ基準の書き込み 

⇒Ｃ基準の子への支援、助言を具体的

に書き込んでおく、 

⑭ 板書／ノート指導 △板書の字が小さい ▲自分の板書を後ろから確認したい 

⑮ 発問の工夫 
・調べ方の質問あり⇒選択肢から選ぶ説明な

かった 
 

⑯ 教材・教具の工夫 ◎ワークシート良かった、選択肢ありGood  

 



３ 授業記録 

過程 主な発問・指示 学習活動・反応 指導（▲改善点）・助言（黄色） 

9:47 

 

 

 

 

 

 

 

9:54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:25 

 

 

 

 

 

 

10:30 

号令 

俳句の学習の振り返り 

野本先生に質問 

⇒「箱根で、羽根を伸ばすことで

きた。」 

・こういう言葉を「慣用句」とい

う。 

・ワークシート配付 

めあての確認 

⇒今日は、慣用句を調べる（慣用

表現と意味）穴埋め、10分で 

 

△黒板に短冊を貼っていた 

 

 

 

◎机間巡視 

 ＝進み具合を確認、できていた

子に丸、埋まっていない子に

個別指導 

・あと３分 

⇒分かるところからでいい 

ワークシートの答え合わせ 

①（  ）をひねる 意味は？ 

②（  ）がおどる 

③借りてきた（  ） 

④（  ）が合う  ※絵で解説 

⑤（  ）二つ 

⑥（  ）が結んだ 

⑦（  ）を入れて 

⑧（  ）が浅い 

⑨（  ）に流す 

⑩（  ）を焼く 

 

この中から一つ選んで、慣用句を

使って文章をつくってみよう 

⇒机間巡視 

 ・岡添、真塩のところへ 

 ・できた子は丸つけ 

 

 

振り返り 

◎めあてに沿って振り返りを 

挨拶 

 

児童の反応よかった 

⇒すぐ国語辞典で調べ出した子 

 

 

 

 

慣用句の意味や使われ方を調べ

よう。 

⇒何人かに復唱、全員で復唱 

△慣用句を知っている子とそう

でない子の差が大きい 

◎自力でできる子 

△慣用句調べ方がわからない子 

 見つけられれば意味調べはで

きている 

▲「～じゃねえ」（石井、大東他） 

・⑨までいっていた子 

・②で止まっていた子 

 「意味が載っていない」 

 

 

①頭 

②胸 

③猫 

④馬 

⑤瓜 

⑥実 

⑦メス 

⑧底    深くないといこと？ 

⑨水    載ってない！ 

⑩世話 

 

え？どういうこと？全部書く？

△発問・指示の意図をくみ取れて

いない子あり 

◎発問の意図が理解できた子は

どんどん書くことができていた。 

⇒文章をつくることに頭をひね

る。遠足が楽しみで心が踊る。他 

 

・慣用句を知ることができた 

⇒単元の目標に迫れるように 

◎10月までに授業規律の指導ができて

いる。 

 

 

 

 

 

◎ワークシート自作 

◎めあてを青で枠囲み ◎定規使用 

 

◎作業の時間を確認、タイマー使用 

◎10分後、作業の進み具合を確認し、

３分延長 

授業や単元の流れを確認しながらワークシ

ートをつくることで、学習内容や指導の工

夫を確認することができる 

▲これを学年で分担できると良いのですが 

▲選択肢の語句を調べ、そこから慣用句（使用

例）を見つけるよう助言したい 

⇒国語辞典の使い方は分かっているが、慣用句

が見つけられない⇒見つけ方を共有したい 

△短冊を貼るのは、後で⇒先にワークシー

トを確認し、調べ方が分かっていない子が

多いので、調べ方を全体に助言したい。 

▲自力解決させている場面では、絶対にしゃべら

せない！！⇒自分が埋まっていないのに、答え

を言われてしまうと意欲が低下する 

＝質問の時は挙手して待つ ※不規則発言をさせ

ない＝授業を落ち着かせる意味でも 

◎国語辞典で、慣用句の意味を調べられていた

ので、多くの手が挙がっていた。 

＝分かった、できたを多くの子が味わえていた 

▲調べられない、慣用表現が見つかっていない子の

ぼやき（不規則発言）がでていた。 

⇒これは上手に拾ってあげて、どのように見つけた

か、どのように調べたかをできた子に発表させたい。 

▲指名されて「はい」なし、小さい 

 ⇒これをスルーすると、指名された後返事をしな

くてもよい、返事が小さくてもよいと、子供は逆の

意味で学習をしてしまう＝やり直しをさせたい 

◎何よりも、塩澤先生の声の大きさ、張りが１学期と比べると変わってきまし

た！！その背景に子供との関係、学級経営が上手くいっていること、そして授

業に自信がついてきたことがあると感じました。 

◎机間巡視をしながら、丸つけと真塩・岡添支援 

⇒評価基準のＢ評価（本時の目標が「進んで意味や使

われ方を調べている」）を設定し、それ以上（Ａ・Ｂ）は

丸、達していない子（Ｃ）には支援や手立て、助言を 

※ある程度目星を付け、ピンポイントで指導を 



４ 校長より 

◎指導案の「２児童の実態と本単元の意図」で、「慣用句」についての児童アンケートを取り、実

態を把握できたことは素晴らしい。児童のレディネスが分かった上で、指導することはとても大

切である。＝実態として、慣用句を見たり聞いたりしたことはあるが、その意味が分からない児

童が結構しるので、興味・感心を持たせるための第１時の指導は良かった。⇒今後、教材研究を

する際に、必ず単元を見通してから、１時間１時間の教材研究をするようと良い。 

▲指導案の「６指導と評価の計画」並びに「７本時の学習指導」の「主な学習活動」と「教師の

働きかけと予想される児童の反応」は、本日渡した『埼玉県小学校教育課程指導・評価資料』を

参照されたい。（「学習活動」は「～する」、「学習内容」は「体言止め」で内容を羅列）※「教師

の働きかけと予想される児童の反応」は、算数や理科で使うことが多い。 

▲指導案の単元計画の「◇評価規準＜方法・評価資料＞」は、「観点・評価規準・評価規準との整

合」を書く。また、本時の「◇評価規準＜方法・評価資料＞」は、Ｃ評価の手立てを明記したい。 

◎ワークシートは有効であった。たくさんの種類の体の部位や動物等を使った慣用句があること

がわかるものとなっていた。ワークシートを自作することで、どのような指導をしようか、とい

う視点で教材研究ができるので、必要に応じてチェレンジしてみてください。今回Ｂ４用紙だっ

たので、ノートはＡ４版なので、ノートに貼らせるのか、ファイルに綴じさせるのか指示を。 

◎１学期より意図した発問や活動・手順などを説明したり指示したりできていた。授業の経験を

積めてきたこと、これまで失敗をしてきたことを次の授業に生かそうとしてこと等々、塩澤先生

の授業の“腕”が少しずつ上がっていることに自信を持ちましょう！！ 

⇒どこでどのような国語の言語活動を単元の中に位置付けていくかによって、「主体的・対話的な

学び」の姿が変わってくる。単元の出口までに、どのような力を身に付けさせたいのかを明確に

もって指導することが大切です。だから、見通しを持たせることが大切である、と言われている。

＝「指導と評価の一体化」と言われているので、指導したことをどの様に見届け、評価するのか

＝これが評価計画になる。 

 

 

 

 

ワークシートを調べる指示後の児童の自力解決 ワークシートの活動内容について指示を出した場面 

慣用句の文章づくりの時の机間巡視と個別指導場面 終末の振り返り場面 ※板書の文字の大きさどう？ 



 

 

 

学校における働き方改革基本方針 

令和元年９月２４日～令和４年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年９月 

 

埼 玉 県 教 育 委 員 会 
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これまでの経緯と趣旨 

 県教育委員会では、平成２４年３月に「学校における負担軽減検討委員会報告書」をま

とめ、文書作成や調査回答事務の効率化、放課後に会議や部活動等を実施しない「ノー会

議デー」、会議の厳選等に取り組んでまいりました。また、毎年２回のフォローアップ会議

で、取組についての効果検証を行っており、平成２７年度からは「ふれあいデー」の設定、

平成２９年度からは調査・報告等の２割削減に向けた取組を新たに加えるなど、より効果

的な教職員の負担軽減に取り組んできたところです。 

 その一方、近年、学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、学校の担う役割が拡

大し続け、現在の教職員への負担軽減策では対応しきれない状況にあります。それに加え、

新学習指導要領の本格実施に伴う新たな教育課程への対応、国が進める高大接続改革への

対応などにより、更なる時間の確保が必要になってきています。 

 県教育委員会の平成２８年度教職員の勤務状況調査（以下「勤務状況調査」という。）に

よると、勤務時間を除いた１か月の在校時間が４５時間を超える教諭の割合は、小学校 

７８．５％、中学校８１．２％、高校全日制５４．２％、特別支援学校３５．９％でした。

また、勤務時間を除いた１か月の在校時間が８０時間を超える教諭の割合は、小学校 

２３．４％、中学校３１．６％、高校全日制１０．８％、特別支援学校３．５％と、教諭

の在校時間の長時間傾向が明らかとなりました。そういった中で「『授業やその準備に集中

できる時間』、『子供と接する時間』及び『自ら専門性を高めるための時間』の確保、教職

員の健康維持増進」が課題となっており、これらの課題に早急に対応する必要があります。 

 そのため、県教育委員会では平成３０年３月に「学校における働き方改革推進委員会」

を設置し、教職員が授業や授業準備等に集中し、教育の質を高められる環境を構築するた

めの方針を策定することとしました。さらに、「多忙化解消・負担軽減検討委員会」（座長：

東京大学大学院教育学研究科教授 勝野正章氏、構成委員：公立小学校校長会会長、中学

校長会会長、高等学校長協会会長、体育連盟会長、高等学校文化連盟会長、PTA連合会会

長、職員団体等）を平成３０年８月に設置し、教職員の多忙化の実態と原因、改善策など

の整理を行い、様々な立場から頂いた意見をできるだけ方針に反映できるよう取り組んで

まいりました。 

 平成３０年６月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立

しました。また、平成３１年１月に中央教育審議会の答申において児童生徒に対して効果

的な教育活動を持続的に行うため「学校における働き方改革」の総合的な方策が示されま

した。それを受け、文部科学省は「在校等時間」の超過勤務の上限を原則１か月当たり 

４５時間以内、１年当たり３６０時間以内等と勤務時間の上限の目安を示した「公立学校

の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を示しました。 

 これらに加え、県議会平成３１年２月定例会における附帯決議による教職員の負担軽減

や、産業医との面接などの心理的ケアの実施など、効果的な対策による教職員のトータル

ケア体制も踏まえて、本県公立学校の「学校における働き方改革基本方針」（以下「基本方

針」という。）を策定しました。この「基本方針」は３年間の達成目標を示しており、毎年、

「多忙化解消・負担軽減検討委員会」及び「フォローアップ委員会」で効果検証を行うこ

ととしております。 

 県教育委員会といたしましては、今後も教職員が子供たちの指導に専念できるよう教職

員の多忙化解消・負担軽減を進め、教育の質の維持向上に取り組んでまいります。 
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学校における働き方改革基本方針の基本的な考え方 

１ 目 的                                     
 
  働き方改革を推進し、学校教育の質の維持向上を図る 
 

 県教育委員会が平成２８年度に実施した「勤務状況調査」により、教員の在校時間が長

時間傾向となっていることが明らかになりました。 

 今後、学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、学校の担う役割が拡大1し続ける

とともに、新学習指導要領が実施され、「外国語活動・外国語科」、「プログラミング教育」、

「総合的な探究の時間」等の新たな科目等への対応や、国が進める大学入学者選抜改革へ

の対応2等により、更なる時間の確保が必要となっています。 

 そのような中、教員が健康を害すれば、その家族や子供たちへの影響は計り知れません。  

 毎日健康で子供たちの前に立ち、未来を生き抜くために必要な力を育むためにも、教員

が授業やその準備をはじめとした専門性に基づく教育活動に全力で専念することで、学校

教育の質の維持向上を図る必要があります。 

 このため、県教育委員会では、教員のほか、事務職員等も含めた全ての教職員を対象と

した「基本方針」を策定することで、働き方改革を推進し、実効ある多忙化解消・負担軽

減を確実に進め、学校教育の質の維持向上を図ることとしました。 
  

２ 調査から見えてきた教諭の働き方の現状（勤務状況調査より）               

 

 

 

 

  

  

  「勤務状況調査」では、(1)のとおり、勤務時間及び土日を除いた１か月の在校時間が

４５時間を超える教諭の割合や、８０時間を超える教諭の割合が高いことが分かりまし

た。 

  厚生労働省の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定

基準」によると、月当たりの時間外労働がおおむね４５時間を超えて長くなるほど、脳・

心臓疾患の発症と業務との関連性が「徐々に強まる」とされています。また、当該疾患

の発症前２か月から６か月間平均で、月当たりの時間外労働が８０時間を超えた場合は、

発症と業務との関連性が「強い」とされています。 

  (2)の「勤務時間を除いた在校時間における主な執務内容」からは、全ての学校種別で

「授業準備」が上位を占めていること、中学校や高校全日制では部活動の割合が高く、

いわゆる「超勤４項目3」以外の業務に教諭が対応している時間が長時間化している実態

が生じていることが明らかになりました。 

                                                   
1 いじめや虐待、増加する外国人児童生徒への対応 
2 大学入学共通テストへの記述式問題導入、英語の「聞くこと、読むこと、話すこと、書くこと」の４技能の評価への対応 
3 公立学校の教育職員に時間外勤務を命ずる場合は、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限り、次の四つの業務に従事する

場合とする。①校外実習その他生徒の実習に関する業務、②修学旅行その他学校の行事に関する業務、③職員会議（設置者の定めると

ころにより学校に置かれるものをいう。）に関する業務、④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合

その他やむを得ない場合に必要な業務。 

(1)在校時間 ①勤務時間を除いた１か月の在校時間が４５時間を超える教諭の割合（土日を除く） 
        [小学校]78.5%  [中学校]81.2%  [高校全日制]54.2%  [特別支援学校]35.9% 
       ②勤務時間を除いた１か月の在校時間が８０時間を超える教諭の割合（土日を除く） 
        [小学校]23.4%  [中学校]31.6%  [高校全日制]10.8%  [特別支援学校] 3.5% 

(2)勤務時間を除いた在校時間における主な執務内容 
  ［小学校] 授業準備 44.2% 学級経営 25.6% ［中学校] 授業準備 32.2% 部活動 24.7% 
  ［高校全日制］ 部活動 28.1% 授業準備 26.2% ［特別支援学校] 授業準備 36.8% 校務分掌 12.5%         
    ※校務分掌とは、進路指導や生徒指導など学校運営上必要な業務分担をいう。 
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３ 課 題                                     
 

 

 

 
 

  「２ 調査から見えてきた教諭の働き方の現状」から、教諭の在校時間の長時間傾向

が明らかとなり、また、新学習指導要領への円滑な対応が目前に迫っていることから「授

業やその準備に集中できる時間」、「子供と接する時間」及び「自ら専門性を高めるため

の時間」の確保や、教職員の健康維持増進が解決すべき課題となっています。 

 

４ 目 標                                          

 

 教員*1の在校等時間*2の超過勤務*3の上限を「公立学校の教師の勤務時間の上限に関する

ガイドライン（文部科学省）」で規定された「原則 ①月４５時間以内 ②年３６０時間

以内」とする。  

 *1 行政職員等については、「３６協定」を締結する中で働き方改革推進法に定める時間外労働の規

制及び「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」

等の上限規制が適用される。 

  *2 文部科学省が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」に基づくもの。 

   在校等時間＝①在校時間－②校内の自己研鑽
けんさん

等の時間＋③校外の研修や子供引率等の時間－④休憩時間 

  ①…学校に出勤で到着した時間から、帰宅のために学校を出る時間までの時間 

   ②…所定の勤務時間外に校内において自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自

己研鑽の時間やその他業務外の時間。自己申告に基づき除く。 

    ※自己研鑽の時間とは、例えば、教師が幅広くその専門性や教養を高めるために学術書や専門

書を読んだり、教科に関する論文を執筆したり、教科指導や生徒指導に係る自主的な研究会

に参加したり、自らの資質を高めるために資格試験のための勉強を行ったりする時間 

    ※その他業務外の時間とは、例えば、朝早めに出勤して新聞を読んだり読書をしたりする時間

や、勤務時間終了後の夕食の時間、学校内で実施されるＰＴＡ活動に校務としてではなく参

加している時間、地域住民等としての立場で学校で行われる地域活動に参加している時間等 

   ③…校外での勤務について、職務として行う研修への参加の時間や子供の引率等の職務に従事し

ている時間。時間外勤務命令に基づくもの以外も含める。 

    ※職務として行う研修とは、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修といった法定研修のほか、

県教育委員会主催の研修等、職務命令により参加する各種の研修が含まれる。ただし、職務

専念義務を免除されて行う研修（いわゆる「職専免研修」）は、ここでいう「職務として行

う研修」には含まれない。 

    ※職務として行う子供の引率等とは、校外学習や修学旅行の引率業務、勤務時間内の部活動の

競技大会・コンクール等への引率業務のほか、勤務時間外の部活動の練習試合等への引率業

務等が含まれる。このほか、家庭訪問、警察や児童相談所等の関係機関との打合せ等が挙げ

られる。 

 *3 「在校等時間の超過勤務」とは、在校等時間から正規の勤務時間を減じた時間である。 

 

   （その他） 

    ※自宅等に持ち帰って業務を行った時間については、「在校等時間」には含まれない。 

    ※週休日や休日等の業務も、校務として行っている勤務の時間については「在校等時間」に含

まれる。     

「授業やその準備に集中できる時間」、「子供と接する時間」及び「自ら専門性を高め

るための時間」の確保、教職員の健康維持増進 
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  「２ 調査から見えてきた教諭の働き方の現状」及び「３ 課題」を解決するために、

「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン（文部科学省）」を踏まえ、以

下のように本県における目標を策定しました。 

  

  教員の在校等時間の超過勤務の上限を「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガ

イドライン（文部科学省）」で規定する以下(1)及び(2)とします。 

  (1) 原則、以下のア及びイを満たすものとします。 

  ア １か月の超過勤務が４５時間以内 

  イ １年間の超過勤務が３６０時間以内 

   

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 特例的な扱い 

   子供に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合4についても、以下の

ア及びイを満たすものとします。 

  ア １年間の超過勤務が７２０時間以内 

  イ ①１か月の超過勤務が１００時間未満 

    ②連続する複数月（２か月、３か月、４か月、５か月、６か月）のそれぞれの期

間について、各月の超過勤務の１か月当たりの平均が８０時間以内 

    ③１か月の超過勤務が４５時間を超える月が６か月まで   

    

    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  ここでいう在校等時間の超過勤務とは、在校等時間から正規の勤務時間を減じた時間

とします。 

  なお、行政職員等（事務職員等、技術職員、技能職員及び学校栄養職員）については、

いわゆる「３６協定」を締結する中で「働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律」に定める時間外労働の規制及び「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条

例」、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」等の上限規制が適用されます。 

 

  この目標達成に向け、総合的な取組を行うことにより、全ての本県公立学校における

在校等時間の長時間化の改善を図ることとします。 

                                                   
4 具体の事案の内容に応じ、校長が判断することとなるが、例えば、学校事故等が生じて対応を要する場合や、いじめやいわゆる学級 

 崩壊等の指導上の重大事案が発生し子供に深刻な影響が生じている、また生じるおそれのある場合などが想定される。 

４５時間

０時間

年の上限は３６０時間

月の上限は４５時間

１００時間

４５時間 ③月

０時間

②月

④月

⑤月

⑥月
①月

２～６か月の平均が８０時間以内 月の上限は１００時間未満
月４５時間を超える

超過勤務は年６か月

年の上限は７２０時間
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５ 目標達成に向けた四つの視点＋先行事例の紹介                   

 

  

 

 

 

 

  

  教職員は、学習指導、児童・生徒指導、進路指導、学級経営、学校運営業務等の学校

が担うべき業務のほか、その関連業務についても範囲が曖昧なまま行っている実態があ

り、これらの業務の中には、必ずしも教職員が担う必要のない業務が含まれています。 

  「４ 目標」達成のためには、教職員の健康管理を意識した働き方や教職員定数の改

善等の教育条件の整備、教職員の専門性を踏まえ、子供に直接関わる教育活動から遠い

ものより優先順位をつけて業務を削減することや、保護者や地域の理解・連携が不可欠

となります。そのため、「教職員の健康を意識した働き方の推進」、「教職員の専門性を踏

まえた総業務量の削減」、「教職員の負担軽減のための条件整備」、「保護者や地域の理解

と連携の促進」の四点を目標達成のための視点としました。この視点を組み合わせて、

総合的な対策を講じていくこととします（「（県立学校、小・中学校における）目標達成

に向けた四つの視点と主な取組（詳細）」を参照）。 

  併せて、国の委託事業「学校における業務改善加速事業」の成果も加えながら、目標

達成に向け、先行事例を全県へ紹介していきます。 
 

６ フォローアップ                                 

 
 
 
 
 
 
  働き方改革の取組を着実に実施していくため、(1)及び(2)により、業務改善の取組を

促進し、フォローアップを行います。 

  (1)については、ＩＣカード等による勤務管理システムを導入し、教職員の在校時間を

客観的に把握することで、各学校においては教職員の健康管理を行います。 

  (2)については、「多忙化解消・負担軽減検討委員会」で協議し意見聴取を行います。 

  (3)については、(1)やその他の取組から把握した情報を踏まえ、教育局職員による 

 フォローアップ委員会において、学校の特性及び教職員の専門性を踏まえて「基本方針」

の取組状況について検討し、年度毎に「基本方針」の内容について、見直しを図ります。 
 

７ 今後の進め方                                  

  県教育委員会や県立学校においては、この「基本方針」に基づき、取組を進めます。 

  また、市町村立小・中学校等については、市町村教育委員会に対し、この「基本方針」

を参考に、同様の「基本方針」の策定を促すことにより、県と市町村が協力して全県に

おいて「学校における働き方改革」を推進していきます。 

 

＋ 

(1)ＩＣカード等、客観的な在校時間の把握による各学校での教職員の健康管理への 

 活用 

(2)「多忙化解消・負担軽減検討委員会」からの意見聴取  

(3)教育局職員によるフォローアップ委員会での取組状況の評価・改善 

○教職員の健康を意識した働き方の推進 

○教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減 

○教職員の負担軽減のための条件整備 

○保護者や地域の理解と連携の促進 

(3) 教職員の意識啓発 

(4)教員以外の人材や保護者及び地域の力の活用 

 

 

  時間を確保するための環境整備 

 

国の委託事業「学校における業務改善加速事業」や各学校・他都道府県の成果 

○業務改善の取組 

 スクール・サポート・スタッフの配置、業務改善会議の実施、行事・会議・

教材研究等の効率化促進、不要な業務等の見直し 

○ワーク・ライフ・バランスの推進 等 
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県立学校における目標達成に向けた四つの視点と主な取組（詳細） 
 

教職員の健康を意識した働き方の推進                
 

○週休日の振替や休暇等を安心して確実に取得できる職場環境の推進 

 ○【県5】週休日の振替や休暇等が確実に取れるよう、振替の原則は１日単位であることを

周知し、４週につき８日の週休日を設けることを校長会議等で指導を徹底します。    

 ○【県】休暇制度等について、国の動向なども踏まえ、日数増や取得要件の緩和、取得手

続の簡略化を検討します。 

 ○【県】妊娠教職員の勤務軽減の改善に向けて努力します。 

 ○【県・学校】「休暇案内」や「子育て応援ハンドブック」等を各学校で活用し、制度等の

一層の周知を図るとともに、制度が利用しやすい職場環境づくりを目指します。  

 ○【県】産前産後休暇、育児休業等を取得する教職員の状況について早期に把握し、適切

な後補充の配置について、努力します。 

 

○労働安全衛生法に基づく職場改善 

 ○【県】埼玉県教育委員会安全衛生委員会の意見を積極的に取り入れながら教育委員会全

体の課題として対応策を検討し取組を進めます。また、そのために、会議内容や運

営などより良い委員会の在り方を検討します。 

 ○【県・学校】各学校の衛生委員会について、労働安全衛生法に基づく委員選出や会議の

開催・運営等を徹底します。 

 ○【県・学校】学校の環境整備など、衛生委員会で検討した各学校からの要求について 

    は、その実現に向けて努力します。 

 

○教職員の健康管理の推進 

 ○【県】健康診断や人間ドックなどの受診環境の改善を進め、服務の取扱いなどの改善に

向け努力します。 

 ○【県・学校】ストレスチェックの集団分析方法を改善し、その結果を基に衛生委員会で

検討した各学校からの要求については、その実現に向けて努力します。 

 ○【県・学校】長時間勤務や高ストレスの教職員に対して、健康管理医（全高等学校・特

別支援学校に配置）による面接指導を勧奨するとともに、その結果に基づく適切な

措置を講じます。（長時間勤務者に対する面接指導 Ｈ３０予算：６０人→Ｒ１予 

    算：６９０人） 

 ○【県】健康不安のある教職員に対して、教育局保健師による健康相談を実施します。 

  

 

 

 

 

                                                   
5 実施主体を表す。【県】…県教育委員会、【市町村】…市町村教育委員会、【学校】…学校 
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教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減                                  
 

○教育委員会が主催する研修及び会議の見直しによる縮減 

 ○【県】年次研修の体系を見直し、年次研修の縮減に向けて検討します。 

 ○【県】年次研修の校内研修に関しては、実施回数の大幅な縮減に向け検討するととも 

    に、研究授業については、負担軽減の方法について検討します。 

 ○【県】年次研修におけるレポートの縮減（本数２割減）について検討します。また、法

定研修においてレポート作成時間を研修時間に含めた取扱いとすることについて

検討します。 

 ○【県】校長会議等において、資料の電子化による事前配布、資料の削減（２割減）、各課

が別々に行っていた会議を同一日の同一会場にまとめることにより、会議の効率化

及び出張回数の削減による出席者の負担軽減を図ります。また、テレビ会議システ

ムを活用した研修や授業研究について研究します。 

    

○学校への調査や県教育委員会による訪問等の縮減の推進 

 ○【県】学校への調査の縮減（調査回答に要する時間の２割減）を実効性を持って更に進

めるために、調査の縮減計画を毎年度作成します。 

 ○【県】現在実施中の高校教育指導課訪問については、負担軽減の観点から、令和２年度

で終了することとします。その他の訪問等については、見直し等について検討しま

す。 

 ○【県】新たな施策、調査等を実施する場合は、スクラップアンドビルドを原則としま 

    す。 

 ○【県】校長会議、副校長・教頭会議、事務長会議、年次研修等で、学校現場からの負担

軽減について意見交換等を実施し、今後の教育委員会の施策に反映します。 

 

○教職員の専門性の観点から優先順位を付けて業務を削減 

 ○【県・学校】進学フェア等のイベントについては、多忙化解消・負担軽減の観点から、

大幅に縮減するよう主催者団体に働き掛けます。その際、夏季休業中に行われてい

る生徒募集に関する大規模なイベントについても、日数の縮減について主催者に働

き掛けます。また、趣旨の重なるイベントについて、日数の縮減や開催時期を調整

するよう、それぞれの主催者に働き掛けます。中学校訪問については、時期や回数、

方法を見直すことで全県一斉的に縮減するようにします。 

 ○【県・市町村・学校】交流事業（「上級学校訪問」や「出前授業」など）を実施する場 

    合、高等学校の負担に配慮して実施するよう、市町村教育委員会に働き掛けます。

特に、「出前授業」については、出張を伴うなど、負担が大きいことから特別な事情

がある場合に限り受け入れることもできますが、高等学校においては当面の間、負

担軽減の観点から原則受入れを見合わせることとします。 

 ○【県】日本学生支援機構の奨学金事務負担を軽減するために、機構の取組状況を踏まえ

ながら、県教育委員会内に問合せに対しての体制の整備に向けた検討を行うととも

に、教職員の負担軽減に向け、国等へ働き掛けます。 

 ○【県】特別支援学校で行っている警察学校研修の受入れについては、学校の希望に基づ

き実施することとし、希望のない学校については実施しない取扱いとすることを検

討します。 
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教職員の負担軽減のための条件整備                        
 

○教育条件整備を国に要望 

 ○【県】教員定数の改善については、あらゆる機会を捉えて、国に働き掛けます。       

 ○【県】スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置に対する支援の 

    充実を図るよう、国に働き掛けます。 

 ○【県】ＩＣＴを推進するに当たっては、ＩＣＴ支援員等の職員を配置できるよう国に要

望します。 

 ○【県】障害者が働きやすい職場をつくるため、人的支援や施設改修等に係る財政措置 

    等について、国に働き掛けます。 

 ○【県】特別支援学校の設置基準を含む施設・設備の在り方について、国との情報交換に

努めます。 

 

○県として行う教育条件整備 

 ○【県】生徒の実態を考慮し、特に必要がある場合には少人数学級編制を推進できるよう

努めます。 

 ○【県】引き続き、計画的に特別支援学校の教育環境整備を進めます。また、既存の学校

の過密を解消するため、新設校や高校内分校の設置のほか、校舎の増築や厨房の改

修など既存校への対応も含め更に検討を進めます。 

 ○【県】新学習指導要領や高大接続改革に対応した「校務支援システム」の機能改善を行

うとともに、「校務支援システム」を運用するに当たっての問合せに対応するサポー

トデスクを設置し、教職員の負担軽減を図ります。また、ＩＣＴ支援員等の職員が

配置できるように県としても努力します。 

 ○【県】作成された教材の共有を図る情報交換サイトの全県的な利用に向けた研究を進 

    め、教員の授業準備を支援します。また、デジタル教材等を日常的に活用できるよ

う普通教室へのプロジェクターの整備等、ＩＣＴ教育環境の充実を図ります。 

 

○専門職員の配置及び障害者雇用の推進 

 ○【県】多様な児童生徒や保護者の悩みへの対応のために、スクールカウンセラー及び 

    スクールソーシャルワーカーの配置と運用の工夫に努めます。                   

 ○【県】家庭との対応や子供を取り巻く問題に関して、弁護士等の専門家による個別相談

を実施し、教職員を支援します。 

 ○【県】高等学校の部活動指導員について、モデル事業の状況を踏まえ、配置拡充に向 

    け、努力します。また、特別支援学校への導入については、障害特性への配慮な

ど様々な課題があることから、引き続き研究します。 

 ○【県】障害者が働きやすい職場をつくるため、障害者本人を支援する支援員の配置な 

    ど必要な予算の確保に努めます。 

     県立学校におけるバリアフリー化については、大規模改修工事などに合わせて、

多目的トイレ、入口スロープや階段手すりの設置、出入り口拡幅などの改修を計画

的に進めています。今後も引き続きバリアフリーに対応した施設整備を進めていき

ます。 
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保護者や地域の理解と連携の促進                   
 

○教職員の働き方改革に関する保護者や地域の理解の促進 

 ○【県】ホームページや県教育委員会メッセージを掲載したリーフレットを活用し、 

    「学校における働き方改革基本方針」の取組について、保護者や地域の理解促進を

図ります。 

 ○【県】放課後から夜間などに実施する見回り等については、地域の実情に応じて必要性

の精査について周知します。 

 ○【県】これまで培ってきた地域等の連携を生かし、子供たちの実社会からの学びを充実

させる取組を学校の実状も十分踏まえて、進めてまいります。 

 ○【県】高体連、高文連等を通じて各競技団体に大会やコンクール等の精査・縮減を申し

入れます。 

 

○「ふれあいデー」及び「学校閉庁日」の設定の推進 

 ○【県・学校】実施する際、保護者に対して丁寧な説明を行います。 

 ○【県・学校】緊急連絡先等の周知など、緊急対応に支障がないように配慮するよう働き

掛けます。 

 

○「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」の運用 

 ○【県・学校】県方針を踏まえ各学校で定めた「学校の部活動に係る活動方針」につい 

    ては、生徒及び保護者へ丁寧に説明を行うこととし、学校の教育目標・目指す学校 

    像・各学校の状況に応じて柔軟に対応できるよう配慮します。 
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小・中学校における目標達成に向けた四つの視点と主な取組（詳細） 
 

教職員の健康を意識した働き方の推進                  
 

○教職員の健康管理の推進 

 ○【県】市町村教育委員会に対し、勤務が長時間となっている教職員に産業医等による面

接指導の勧奨を働き掛けます。 

 ○【県・市町村・学校】面接指導を受けた教職員への校内協力体制の確立や校務分掌の見

直しなどの適切な対応について市町村教育委員会を通じて各学校に働き掛けるとと

もに、健康維持増進の視点から休暇等取得促進を呼び掛けます。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、ストレスチェックの集団分析方法、結果につ

いての情報提供を行います。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、教職員の健康管理推進のための在校時間把握

に向けた、ＩＣカード等による客観的な方法の導入について、積極的に働き掛けま

す。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、市町村独自の負担軽減検討委員会を設置（設

置率１００％）するよう働き掛けます。 

○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、先行事例の紹介や業務改善会議の導入への働

き掛けを行い、県内小・中学校へ業務改善会議を普及します。 

○【県】業務改善会議等を含め業務改善の取組を実効性のあるものにするために、業務改

善推進コーディネーターの育成を図ります。 

 

○労働安全衛生法に基づく職場改善 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、埼玉県教育委員会安全衛生委員会の活動状況

等の情報提供を行います。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生管理体

制を整備するよう働き掛けます。 

 

○週休日の振替や休暇等の取りやすい職場環境の整備 

 ○【県・市町村】週休日の振替等、週休日の確保が適切に行われるよう、市町村教育委員

会へ確実に周知するとともに、校長会議等で指導します。 

 ○【県・市町村・学校】教職員に対して「休暇案内」や「子育て応援ハンドブック」等を

配布し、説明することにより、制度等の一層の理解を深めます。 

 ○【県・市町村・学校】職場全体における育児や介護、傷病の支援に係る意識啓発を促 

    し、働きやすい職場環境づくりを目指します。 

 ○【県・市町村】休暇制度等について、国や他県の動向を踏まえ、日数増や取得要件の緩

和、取得手続の簡略化を検討します。 

○【県・市町村】妊娠教職員の勤務軽減の改善に向けて努力します。 

○【県・市町村】産前産後休暇、育児休業等を取得する教職員の状況について早期に把握

し、適切にサポートできる体制を整えるなど速やかに職場全体を支援します。 
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教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減                                  
  

○県教育委員会が主催する研修及び会議の見直しによる縮減 

 ○【県】負担軽減の観点から年次研修の体系を見直し、年次研修の縮減に向けて研修の 

    在り方や内容について検討します。 

 ○【県】年次研修におけるレポートの縮減（本数２割減）及び法定研修でのレポート作 

    成時間の取扱いについて検討します。 

 ○【県】年次研修における校内研修に関しては、実施回数の大幅な縮減に向け検討する 

    とともに、研究授業については、負担軽減の方法について検討します。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会が独自に行っている年次研修に関して、県主催の各研

修と内容の重複がある場合、内容の見直しや縮小、実施方法の工夫について働き掛

けます。 

 

○学校への調査等の縮減の推進 

 ○【県】新たな施策、調査等を実施する場合は、スクラップアンドビルドを原則としま 

    す。  

 ○【県】学校への調査の縮減（調査回答に要する時間の２割減）を進め、調査の縮減計 

    画を毎年度作成します。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会の要請に基づく教育事務所による学校訪問について、

過度な応対や接待は必要ない旨や訪問の際の資料等の簡略化、学校の業務状況へ配

慮をするように働き掛けます。 

○【県・市町村】調査研究事業等で学校へアンケートを実施する際には、既に実施されて

いる調査や公表数値等を活用するなど調査回数や項目の見直し、削減をします。 

 

○関係団体等が主催する大会、コンクール等の縮減の要請 

 ○【県・市町村】各種教科団体等が行う文化的行事や展覧会等について、縮減、廃止等の

見直しをするよう働き掛けます。また、市町村教育委員会が実施する文化的行事や

展覧会等についても、見直すように働き掛けます。 

 ○【県・市町村】各市町村で実施されている体育的行事については、児童生徒や教職員の

健康や安全に配慮し、大会の厳選や大会までの取組を含めた実施運営上の見直しを

検討するように働き掛けます。 

 ○【県・市町村】各市町村や各種関係団体に対し、週休日等に実施される大会や記録会に

おいて、安易に学校職員を運営要員としないよう求めるとともに、大会や記録会等

の縮減を含んだ負担軽減を図るよう働き掛けます。 
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教職員の負担軽減のための条件整備                        
 

○教育条件整備 

 ○【県・市町村】児童生徒の実態を考慮し、小学校２年生、中学校１年生での少人数学級

編制を引き続き実施します。 

 ○【県】小中学校で全県的に実施する持ち時数調査の結果を基に、教職員定数の改善等に

ついて、あらゆる機会を捉えて国に要望します。 

 

○専門職員の配置及び障害者雇用の推進 

 ○【県】多様な児童生徒や保護者の悩みへの対応のため、スクールカウンセラー及びス 

    クールソーシャルワーカーの配置と運用の工夫に努めます。                     

 ○【県】部活動指導員について市町村教育委員会の要望を踏まえながら、増員に向けて 

    努力します。 

○【県】市町村教育委員会と連携し、スクール・サポート・スタッフの配置（令和元年度

２０２人予定）について支援します。併せて、有効に活用する方法等の情報提供を

行います。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会と連携し、障害者が働きやすい職場をつくるため、支

援員の配置など必要な予算の確保に努めます。 

 

○業務の効率化の推進 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、成績処理や指導要録等の事務処理に係る負担

軽減のためのＩＣＴの活用を推進するために、「校務支援システム」に関する先行事

例の紹介や、その導入について働き掛けます。 

 ○【県・市町村】県内の市町村教育委員会や学校、他都道府県における先行事例等を紹介

するとともに、進路指導における負担軽減に向けた検討を行うなど学校の業務の効

率化を推進します。 

 ○【県】学校支援コミュニケーションサイト内等にページを作成し、学習指導案や教材等

を関係者で共有し、教員の教材づくり等の授業準備に掛ける時間を削減し、事務の

効率化を図ります。 
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保護者や地域の理解と連携の促進                   
 

○教職員の働き方改革に関する保護者や地域の理解の促進 

 ○【県】ホームページや県教育委員会メッセージを掲載したリーフレットを活用し、「学 

    校における働き方改革基本方針」の取組について、保護者や地域の理解促進を図り

ます。 

 ○【県】「地域とともにある学校づくり」への転換を図るため、コミュニティ・スクール研

修会等を開催します。 

 ○【県・市町村】放課後から夜間などに実施する見回り等については、地域の実情に応じ

て必要性を精査するよう働き掛けます。 

 

○「ふれあいデー」及び「学校閉庁日」の設定の推進 

 ○【県・市町村・学校】市町村教育委員会に対し、「ふれあいデー」に関する趣旨を確実

に周知するとともに、実施状況を適切に把握し、適正に実施するよう引き続き働き

掛けます。また、保護者や地域に対しても丁寧な説明を行うように働き掛けます。 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、保護者や地域への緊急連絡先などの周知な 

    ど、緊急対応に支障がないように配慮するよう働き掛けます。 

 

○「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」の推進 

 ○【県・市町村】市町村教育委員会に対し、生徒及び教職員の心身のバランスの取れた生

活を推進するため、生徒及び保護者に「部活動の在り方に関する方針」の意義につ

いて丁寧に説明を行うよう働き掛けます。 
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「あなたならどうしますか？」 
校 長  宮 澤 好 春 

 10月は、５年林間学校（名栗げんきプラザ）、１年生活科見学（智光山公園）、２年生活科見学（さい

たま水族館）と、感染症対策を講じながら校外学習が実施できました。また、『一致団結 咲き誇れ 友

情の花』というスローガンの下、10/29の第２１回運動会に向け、各学年で表現・ダンスの練習を頑張っ

ていました。そして当日は、各学年とも素晴らしい演技を披露してくれました。その他、10/27には第３

回学校運営協議会を開催し、委員の方々には熟議を通して、十小の教育活動について考えていただきまし

た。その様子は、会議録等が市役所ＨＰで公開されますので御覧ください。 

 さて、先日文科省から、2020年度のいじめに関する調査結果が公表され、小学校におけるいじめの態

様として「冷やかし・からかい、悪口」等嫌なことを言われるが57.9％と最も多く、「軽くぶつかられ

た・遊ぶふりをして叩かれた」が24.0％と続いています。「人が声に出して言ったり文字に書いて表した

りする意味のある表現、人の感情・思想を伝える表現」が「言葉」です。友達の何気ない一言で、元気付

けられたり、助けられたりします。一方で、傷付けられたり、やる気をなくしたりすることもあります。

子供たちの中で、時にその言葉の意味を考えず、そして相手がどう受け取るか想像できないまま、人の心

を傷つける「チクチク」「トゲトゲ」した言葉を口にして、トラブルになっています。そんな場面を見た

時に、「あなたならどうしますか？」ということを道徳科や学活の授業でも考え、意見を出し合う授業も

しています。いじめには、被害者・加害者・傍観者がいると言われ、傍観者がどのような言動を取れるか

によって早期発見から再発防止につなげることができます。昨年も紹介したNHK for Schoolの『いじめ

をノックアウト』という番組を活用し、「正義の注意がいじめにつながる!?」「動きたくても動けないのは

なぜ？」「いじめの空気を変えるには？」等々いじめ問題について考える機会をつくっています。「あなた

ならどうしますか？」の視点で、どうすれば行動を起こせるか等について話合いもしています。 

ところで『君たちはどう生きるか』（吉野源三郎著）を御存知ですか。主人公のコペル君こと本田潤一

君の周りで起こる友人や学校の問題について、問題場面に直面した時のコペル君の言動を通して、「あな

たならどうしますか？」と問題提起をしてくれています。例えば、コペル君のクラスの浦川君（家が豆腐

や）は運動も勉強もできないので、仲間外れにされたり弁当のおかずがいつも油揚げなので「あぶらあげ

」とからかわれたりします。それを見ていた北見君が「もう許さん、卑怯だぞ。」と、言った相手と喧嘩

になります。この場面、「あなたならどうしますか？」コペル君のおじさんは、問題が起こるごとに、コ

ペル君に考えさせたいことをノートに綴っています。その中には、「自分の過ちを認めることはつらい。

しかし過ちをつらく感じるということの中に、人間の立派さもあるんだ。」「僕たちは自分で自分を決定す

る力を持っている。だから誤りから立ち直ることもできるのだ。」等々、力強い言葉でコペル君を激励し

ています。この作品は1930年代に書かれたものですが、コペル君の言動やおじさんの考え方に共感でき

ることがたくさんあります。 

 今年もいじめ防止月間の中で、朝霞十小版のいじめ防止『わたしの行動宣言』づくりを通して、自分だ

ったらどうするか、何ができるか等を考えられる児童を育て“いじめゼロの学校”を目指していきます。 

 

 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 

 ～ 豊かな学びで喜びと笑顔あふれる朝霞十小 ～ 

10/20 ４年自転車免許講習 10/8 ５年林間学校(名栗) 10/22 ２年さいたま水族館 10/15 １年智光山公園 
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ＳＤＧｓ 考えよう、未来のためにできること 
校 長  宮 澤 好 春 

校地内は散り落ちた黄や茶、赤の葉で彩られ、「木の葉時雨」の季節を迎えています。11月は各学年の

校外学習や生活科での芋掘り・まち探検、わくわくなかよしまつり等、学年・学校行事も順調に消化で

き、大きな成果を収めています。また、睡眠講座や薬物乱用防止教室、文化庁芸術家派遣事業等、外部か

ら講師を招聘し、学びを深めることができました。現在は、12/10の黒目川マラソンに向け、20分休みや

体育の授業で5分間走に取り組み、コロナ禍で課題となった体力の向上に全校で取り組んでいます。 

さて、「未来の発電はサステナブルブル」や「世界はサステナブルへ～エネルギー、リサイクル、シェ

アリング･･･～」、「のんだあとはサステナブル～2030年全世界でペットボトルの100％サステナブル化」

等々のテレビＣＭを見たことがあるでしょうか？ あるテレビ局では「ＳＤＧｓ」の特集を組んでいまし

た。今月は、最近よく取り上げられている「サステナブル」（持続可能）「ＳＤＧｓ」について取り上げた

いと思います。「ＳＤＧｓ」とは、「Sustainable Development Goals（持続可

能な開発目標）」を言い、2015年9月の国連サミットで採択されたもので、

国連加盟国193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げ

た目標のことです。ＳＤＧｓには、以下の17の目標 ～ １「貧困をなく

そう」、２「飢餓をゼロに」、３「すべての人に健康と福祉を」、４「質の高

い教育をみんなに」、５「ジェンダー平等を実現しよう」、６「安全な水とト

イレを世界中に」、７「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、８「働

きがいも経済成長も」、９「産業と技術革新の基盤をつくろう」、10「人や国

の不平等をなくそう」、11「住み続けられるまちづくりを」、12「つくる責任、つかう責任」、13「気候変

動に具体的な対策を」、14「海の豊かさを守ろう」、15「陸の豊かさも守ろう」、16「平和と公平をすべて

の人に」、17「パートナーシップで目標を達成しよう」～ が設定されています。多岐にわたった目標が

設定され、それぞれに169のターゲットが存在しています。中身をみていくと、「～を半減させる」とい

う具体的なものから、「～十分な保護を達成する」といった漠然としたものまで含まれています。 

小学校の教科書にも、このＳＤＧｓに関する内容について、調べたり考えたりする単元があります。例

えば、６年社会科では、地球規模で発生している課題の解決に向けた連携・協力などに着目して、国際連

合の働きや我が国の国際協力の様子、我が国が果たしている役割について考える学習を行います。そこで

３学期にＪＩＣＡ（国際協力機構）の青年海外協力隊としてアフリカで活動していた方を外部講師として

招聘し学習することを計画しています。３・４年社会科では、身近なゴミや水の学習をした後、「私たち

にできることは」という視点で話し合い、それらを実践し報告し合う学習を行います。その他、３年総合

的な学習では、黒目川について調べ、パンフレットにまとめる学習、４年総合的な学習では、防災につい

て調べ、実際に被災地でボランティア活動をした方を外部講師として招聘し学習をする予定です。 

 このように、小学校では身近なところから、未来のためにＳＤＧｓについて調べたり、考えたり、話し

合ったりする活動を通して、自分たちにできることを形や行動に表すことを始めています。  
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 壬寅（みずのえとら）にさらなる成長を 
校 長  宮 澤 好 春 

 明けましておめでとうございます。令和４年（2022年）が幕を開けました。今年の

お正月も、自宅近くの荒川の土手から、さいたま新都心のビル群から上る日の出と荒

川に架かる橋から悠々とした富士山を見ることができました。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

さて、今年の干支は『寅（とら）』年ですが、十干十二支で表すと『壬寅（みずの

え・とら）』になります。干支は十干と十二支を組み合わせると60通りとなるため、

今年の「壬寅」は60年に一度回ってくることになります。十干の『壬』は、十干の９

番目にあたり、生命の循環で言えば終わりの位置に近く、次の生命を育む準備の時期

を表しています。また、『壬』は「じん」「にん」と読み、「妊に通じ、陽気を下に妊

む」という意味を持ち、「厳冬に耐えて内に蓄えた陽気で時代の礎となること。土の下

で目が膨らんで土がぐんと盛り上がっている様子、もしくは生き物が子孫を残すため

の繁殖期のこと」を表すそうです。一方、『寅』は十二支の３番目で、生命の循環で言うと初めの位置に

近く、誕生を表しています。また、『寅』は「螾（みみず）に通じ、春の発芽の状態」という意味を持

ち、「豊穣を助けるみみずが土の中で動き、芽吹きが始まった状態。暖かくなって虫たちが動き出し、春

の胎動を感じさせること」を表しているそうです。丑年は、「先を急がず目の前のことを着実に進めるこ

とが将来の成功につながる」年でしたが、寅年は、「春が来て根や茎が生じて成長する」年、「これから成

長する物事の象徴が生まれる（始まる）」年と言われています。 

60年前の「壬寅」の1962年（昭和37年）は、「東京都の人口が1000万人を突破」し、世界の大都市

の仲間入りを果たし1964年の東京オリンピックに向けた準備が着々と進められたり、戦後初の国産旅客

機「ＹＳ11」が披露されたりしました。また、「ジャニーズ事務所」が創業しここから国民的アイドルが

数々と育っています。その他、「リポビタンＤ」や当たり前田のクラッカーというフレーズでヒットした

「ランチクラッカー」の発売された年でした。そして、「スモッグ」、「セルフサービス」、「わかっちゃい

るけどやめられない」、「ハイそれまでヨ」等々の流行語も生まれました。参考までに、その後の寅年の出

来事をみると、昭和49年（1974年）は東京都江東区に「セブンイレブン」１号店が開店しました。昭和

63年（1986年）は株価高騰により「バブル経済」が始まったとされています。平成10年（1998年）は

サッカーＷ杯フランス大会に日本が初出場をしました。平成22年（2010年）には「小惑星探査機はやぶ

さ」の地球への帰還や「スマートフォン」が発売された年でした。やはり、寅年には今までにない新しい

ことが始まっていることが多いようです。 

本校は、令和３年４月に「コミュニティ・スクール」（学校運営協議会を設置した学校）へ移行し、「地

域とともにある学校」づくりを進め、新たな朝霞第十小学校のスタートを切りました。本年は、目指す学

校像や学校教育目標の具現化に向けた取組をさらに深化、そして進化させて参ります。 

『壬寅』の今年も、子供たちには失敗を恐れず、これまで十小で培ってきた力を遺憾なく発揮し、新し

いことにどんどんチャレンジしてもらいたいと思います。そして、一人一人がたくさんの“喜びと笑顔”

を手にし、一回りも二回りも成長して、進級・進学していってもらいたいと考えます。改めて、私たち教

職員も一丸となり、子供たちを支援して参ります。引き続き、保護者の皆様や地域の皆様には、本校の教

育活動とコミュニティ・スクールへの御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めながら、教育活動を展開して参りますの

で、毎朝の健康観察等についても御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 

 ～ 豊かな学びで喜びと笑顔あふれる朝霞十小 

～ 
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 「自分は大丈夫」 との思い込み （正常性バイアス） 
校 長  宮 澤 好 春 

 暦の上では「節分」そして「立春」を迎えますが、今年の冬は寒波も襲来し、寒さが厳しい日が続いて

います。また、１月半ば過ぎから、新型コロナウイルス感染症（オミクロン株とその亜種）が猛威を奮

い、本校の関係者も陽性になったり、濃厚接触者の判定を受けたりする人数が増しています。しかし、保

護者の皆様の御理解と御協力により、校内での感染拡大を食い止めることができています。 

 １月後半には、感染予防に努めながら、１年生では学校応援団の皆様の御指導をいただきながら昔遊び

を体験したり、６年生では青年海外協力隊で活動した方を招聘したＪＩＣＡの出前授業を実施したりしま

した。また、音楽朝会では、４年生が学年全員で「茶色の小瓶」の素晴らしい演奏を披露してくれ、校内

放送で視聴しました。体育朝会では、寒空の中クラスで長縄跳びにチャレンジしました。 

 さて、今月は「正常性バイアス」を取り上げたいと思います。では、次の質問に答えてみてください。 

Ｑ．職場や学校、外出先で非常ベルが鳴っているのを聞いた時、あなたはどうしますか？ 

Ａ．① 点検だと思って何もしない。      ② 皆が避難していないので、大丈夫だと思う。 

  ③ 煙が出ていないし、大丈夫だと思う。  ④ 安全な場所に避難する。 

「正常性バイアス」とは、災害心理学等において「人が危機や異常に直面した際に、現実を素直に受け止

めることができず、物事を過小評価もしくは楽観視する心理のこと」を言います。一言で言うと、「これ

くらいなら大丈夫」という考え方です。「同調性バイアス」を一言で言うと、「みんなと一緒だから大丈

夫」という考え方です。上の質問で、回答①は「非常ベル」＝「点検」という過去の先入観から、自分に

とって危険な状況と認識できない正常性バイアスが働いています。また、回答③は「非常ベル」＝「火

事」＝「煙が見える」という固定観念から、火事以外の危険の可能性があることを認識していない正常性

バイアスが働いています。正常性バイアスは、異常なことが起こった時に「大したことはないじゃない」

と落ち着こうとする心の安定機能のようなものですので、日常生活では不安や心配を軽減する役割もあり

ます。しかし、緊急事態では、この正常性バイアスが働くと危険に巻き込まれる原因にもなります。その

一例が、2018年の西日本豪雨で「大雨特別警報」が出ていましたが、住民の大半が河川の氾濫や堤防の

決壊による水害を深刻視してなかったため、結果的に逃げ遅れしまったとの報道がありました。その中に

は、回答②の「非常ベルが鳴っている」危機的状況が知らされているにもかかわらず、周囲の人の行動に

合わせる同調性バイアスが働いていたとも言えます。このことは、災害時に周囲の人の様子をうかがって

いるうちに避難が遅れる原因にもなります。その反対の例が、2011年の東日本大震災の時の「釜石の奇

跡」と言われた中学生が率先して避難行動を始め、近隣の小学生や高齢者施設の方々も避難させた行動で

す。日頃からの指導と訓練の成果であった、と言われています。 

 1月24日の20分休みに、予告なしで「緊急地震速報」を流したショート避難訓練を実施しました。子

供たちは素早く反応し、正常性バイアスを働かせることなく避難行動を取ることができていました。今後

も、日頃の避難訓練や指導を積み重ね、２つのバイアスを働かせることなく適切な行動を選択できる子供

たちを育てて参ります。蛇足ですが、非常時とも言えるコロナ禍における人々の言動にも、２つのバイア

スが働いてしまっている場面があるのでは、と感じているのは私だけでしょうか･･･？今一度エビデンス

に基づき、新型コロナウイルスを正しく恐れ、正しく感染予防をし、まん延を食い止めたいですね。 

 

 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 

 ～ 豊かな学びで喜びと笑顔あふれる朝霞十小 

～ 
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①協議会の設置 

【努力義務】 

②委員の任命 

③協議会の適正な運営を

確保する措置 

 

※埼玉県教育委員会 

 （教職員の任用） 
 

令和３年度  朝霞市立朝霞第十小学校  コミュニティ・スクール構想 
学校教育目標 ： 社会に生きる 「生かす力」 の育成 ～ い意欲ある子 か考える子 す健やかな子 

目指す学校像 ： 豊かな学びで喜びと笑顔あふれる朝霞十小    ・    継承とさらなる発展・新たな挑戦 
 

 

 

◎育てたい児童像と目指すべき教育のビジョンを保護者・地域と学校で共有し、具現化のためにともに協働していくしくみを構築します。 

◎保護者・地域住民と学校が、相互に顔が見える関係となり、保護者・地域住民の理解と協力を得た学校運営を実現します。 

◎学校が地域の拠り所となり、学校を中心とした地域ネットワークを形成します。地域の防犯、防災体制も強化できます。 

 

≪委員≫地域住民、保護者代表、町内会長、学識経験者他 

≪役割≫【根拠法：地教行法第４７条の６】  

○学校運営の基本方針を承認する 

○学校運営について意見を述べることができる 

○教職員の任用について意見を述べることができる 

※基本方針・学校運営について熟議 
 

 

 

 

 

 

 代表委員会   地区委員会  
 

運動会準備部 黒目川マラソン部 環境整備部 文化教養部 ふれあい推進部 

  学校公開部 ベルマーク部 給食試食会部 安全部 はぐくみ部 地区委員 

◎学 校 支 援＝協働活動（除草、花壇植栽、運動会、見守り等）、学習活動（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ教

室、ミシン・調理実習補助等）、読み聞かせ、体験活動（昔遊び等）他 

 ◎地域づくり支援＝ふれあいフェスティバル、町内会行事への協力、防災活動への参加他 

説明・意見・要望 

委員任命 

小中連携推進事業 
 

朝霞三中 

朝霞五小／朝霞十小 
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保護者・地域から応援してもらえる朝霞第十小学校 
 

学校運営協議会 
 

校  長 
 

子どものための会 
 

地域学校協働本部 （学校応援団が母体／コーディネーター） 
 

学校運営の基本方針 

◎学校運営 

◎各種教育活動 

◎学校予算 等 

説 明 

承 認 

学校公開 

各種たより 

ホームページ 

メール配信等 

朝霞三中校区 
 

会議議題例 
 

〇十小の子供たちがどう

育って欲しいか 

〇地域の力をどう学校に

生かすか 

※その他、学力向上、いじ

め防止、不登校等につい

て取上げる予定 

説 明 

承 認 

幼保小連携事業 
 

溝沼保育園／滝の根保育園 

その他 

意
見
・
要
望 

情
報
・
依
頼 

保護者・地域住民 

（町内会・自治会・自主防災組織・溝沼獅子舞保存会 他） 
 

情
報
・
依
頼 

意
見
・
要
望 

朝霞市教育委員

会 
 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpta.hyper777.net%2Fimgadd%2Fptakatudo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpta.hyper777.net%2Fpta2%2Fpta_20.html&docid=vRvGI4qCvbFNCM&tbnid=eNhxD4oFyaRLdM%3A&vet=10ahUKEwi1hb_P1rbkAhXkxosBHRD8B1MQMwjLASgjMCM..i&w=204&h=133&bih=643&biw=1366&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%EF%BC%B0%EF%BC%B4%EF%BC%A1&ved=0ahUKEwi1hb_P1rbkAhXkxosBHRD8B1MQMwjLASgjMCM&iact=mrc&uact=8


朝霞第十小学校 第４回学校運営委員会 

【 熟 議 】 の 進 め 方 に つ い て 
 

１ 第４回学校運営委員会【熟議】のテーマについて 

  『地域とともにある学校の姿とは？』 

 

２ 熟議の進め方について 

（１）オリエンテーション      《 ２分》 

   ○テーマの確認 

○進め方の確認 ･･･ 意見（思い）を付箋に記入（役割や立場から、それを離れて） 

※熟議の中では否定をしない 

※それぞれの役割や立場からできることは？ 

 

（２）テーマに関わる資料の共有 《 ３分》 

   ・本日配付した第４回学校運営協議会資料綴り 

   ・４/22第１回学校運営協議会資料綴り＿資料４コミュニティ・スクールグランドデザイン、

資料５学校グランドデザイン 

   ・8/6埼玉県コミュニティ・スクールフォーラム会議資料 

 

（３）熟議前半         《１５分》 

   ①自己紹介 

   ②付箋に意見（思い）を記入 

   ③付箋を模造紙に貼りながら意見（思い）の発表 

 

（４）熟議後半         《１５分》 

   ④前半で出た意見の集約（グルーピング）［ＫＪ法］ 

   ⑤前半で出た意見の方向性について意見交換 

   ⑥意見交換後の確認 

 

（５）発表           《 ５分》 

 

（６）振り返り         《 ５分》 

   ○感想 

 

 

３ 次回の【熟議】のテーマについて 


