
令和３年度 新座市立新堀小学校経営方針 

 

                              校長 若林 利明

１，学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《めざす学校像》「未来の社会を生き抜く力の基礎を築く学校」 
 
（１）み 魅力あふれる学校 

・信頼される学校   

確かな学力  豊かな心 健やかな体 将来を切り拓く力 の育成 

・感動のある学校  
活力ある行事、児童会活動、クラブ活動等・体験活動の積極的導入 

         ・安心・安全な学校  
先を考えた行動、いじめ・不登校の解消 

 
（２）ら 来校者にも気持ち良くなって頂けるような美しい学校 

学習環境(教室経営・校内掲示等)と生活環境(施設・設備・用具等)の整備 

花いっぱいできれいな学校 

      ・明るい挨拶・返事・美しい言葉遣い 
 
(３）い 生き生きと笑顔で協力しあう学校   

・コミュニティ・スクール、保護者・地域との連携、毎日が学校公開、積極的な情報発信 

○学ぶ子ども                ☆知（自主・自立・知力） 

・興味関心を持ち、真剣に学習する子ども 

・自ら考え、判断し行動できる子ども 

・友達の良い行動を学べる子ども 

・創造することや発見することに喜びの持てる子ども 

○仲よくする子ども           ☆徳（共感・共生・社会性） 

・自分を大切にし、自分のよさを表現できる子ども 

・相手の立場を考え行動できる思いやりのある子ども 

・規律を守り、互いに気持ちよく生活できる子ども 

・友達と力を合わせ、責任を持って活動出来る子ども 

○健康な子ども              ☆体（耐性・体力・気力） 

・規則正しい生活のできる子ども（早寝､早起き､朝ごはん） 

・目標を持ち、根気強く心と体を鍛える子ども 

・安全に気を配り、次に起こることを考え行動できる子ども 

・生活環境を整えることのできる子ども 

○はたらく子ども            ☆実践力（感性・責任感・実践力） 

・学んだことを生かし、友達と協力し、汗を流し活動することに 

喜びの持てる子ども 

＊基本理念（キャッチフレーズ） 

    「元気いっぱい、夢いっぱい、みんなが輝く新堀小学校」 

 新堀小３つの約束 

   心のこもったあいさつ・時刻を守る・みんな仲良く 

○ 学ぶ子ども 

○ 仲よくする子ども 

○ 健康な子ども 

○ はたらく子ども 



《めざす児童像》「夢・自信・誇りを持ち、主体的に行動する児童」 
 
（１）み みんなで明るいあいさつのできる児童 
 
（２）ら 来校者に感心して頂けるくらい、しっかりとした行動のできる児童 
 
（３）い 生き生きと活動し、笑顔で協力できる児童 

 
①自ら学び実行できる子 
 進んで学習し、それを活かし考える力と実践する力をかね備えた子ども 

   ②心豊かな子 
    温かな思いやりの気持ちをもち、人にやさしくできる子ども 
        礼節を重んじる子ども 
    ③たくましい子 
    明るく健康に生活できる子ども 

粘り強くやりぬく子ども 
心と体を鍛える子ども 

 

   

 

 

 

 

 
 
《めざす教師像》「児童の成長に喜びを見いだせる教師集団」 
        ともに協働し、「新堀小教育」をめざす  

～あきらめない・逃げない・投げ出さない～ 
（１）指導力のある教師 

◇児童に感動と自信を与える教師 
◇児童の良さを認め、励まし、意欲を引き出す教師 
◇豊かな人間性と指導力を求め、謙虚に学び続ける教師 
◇授業で勝負する教師 

（２）経営参画する教師 
◇共通の課題意識を持ち、解決に向け取り組む組織の一員としての責務を果たし、 
 一人よがりにならない協力する教師  
◇互いに認め合い、励まし合い、助け合い、組織的に学校の教育力を高める教師 

（２）信頼される教師 
◇新堀小を愛し、児童を愛し、仲間を愛し、地域を愛する教師  

◇教育公務員としての倫理観を持ち、保護者や地域から信頼される教師 
 
２，学校経営方針 

 統一性と個々の良さを発揮できる、バランスのとれた学校 
 
 
 
 
コミュニティ・スクール 新堀小 基本理念 

 
 

 
・学 校 が 元 気 →確かな学力・豊かな心の育成、安心・安全な学校 
・家庭がやる気 →早寝早起き朝ごはん(生活習慣)、毎日のあいさつ 

正しい言葉遣い、学習準備、家での役割(手伝い) 等 
 ・地 域 が 本 気 →地域の誇り、地域の財産、コミュニティ・スクール 

１ 元気なあいさつ・返事 
 ２ 進んで学習 
 ３ てきぱきみんなで掃除 
 ４ 毎日元気に外遊び 
 ５ 楽しく読書 

１ 早寝早起き朝ごはん(生活習慣)
２ 毎日のあいさつ 
３ 正しい言葉遣い 
４ 家庭学習の習慣 
５ 学習準備 
６ 読書の習慣 
７ 家での役割(手伝い) 

行動目標 家庭にお願いすること 

～学校が元気・家庭がやる気・地域が本気～ 

＜コミュニティ・スクールの取組＞ 

 変化の激しい時代に公教育の使命が問われる中、学校教育は学習の質の向上が求められている。コミュニティ・

スクールとは、地域連携により地域の教育力を活かして、学習の厚みを増すため、また、その環境を整えるための

手段と位置付ける。学校運営協議会に学校運営に参画して頂き、学校・保護者･地域が一体となって、子ども達の豊

かな学びを創造し、地域の絆を深めていく。 

 

元気な笑顔(明朗)と美しい環境(清潔)で共に力を合わせ(共創)信頼される(信頼) 

学校をつくる 



  

３，本年度の重点課題 

習慣は人格を生み、自尊感情を育てる 

○凡事徹底・・・・・・時を守り、場を清め、礼を正す 

             「当というたり前のことを当たり前に行う学校」を創る。 

                       「児童は教師によって変わる」信念を持って指導。 

  ○学びの創造・・・・・授業規律の確立と学習意欲の喚起 

○自己有用感の育成・・主体性、できる・わかる喜び、達成感、満足感 

   
（１） 組織力の向上 

  ・教職員の総力を結集し、組織力を向上させ、学校教育目標を達成する。 

・学校運営委員会、企画委員会、その他校務分掌組織を機能させ、様々な課題に

対して組織で対応する。さらに組織の中で教職員一人一人が自立することを目

指す。大前提として、風通しの良い職員集団を構築する。 

（２） 生徒指導・学級経営の充実 

   ・生徒指導の充実は「学級経営」と「授業経営」であるという意識を持ち、一人 

一人が必要とされる学級をつくり、自己肯定感・自己有用感が実感できる学級

経営・授業を展開する。 

（３） 学力向上 

   ・年間指導計画をもとに計画的な履修を進めながら、授業改善に取り組み、児童 

   の学力を保証するという使命が教員には課せられている。基礎学力を向上させ 

   るために、学習意欲を向上させ、児童主体の授業を展開し、児童の活動の場面 

   づくり、一人一人に出番のある授業、一人一人が認められる授業を展開する。 

（４）研修の充実 

   ◇令和元・２・３年度 新座市教育委員会委嘱 【令和 4 年２月 16 日(火)】 

研究主題「豊かな心で 主体的に道徳的な価値を身に付ける児童の育成」 

      副題 ～ 「考える道徳」、「議論する道徳」の指導をとおして ～ 

  ◇令和３年度 関ブロに向けた準備をしっかりと行う。【令和３年 11 月 30 日(火)】 
①先進校に学ぶ ②研修を通して学ぶ ③同僚から学ぶ （経験と感性）④子どもから学ぶ、子どもの感動に学ぶ 

 
「道徳」を基盤にしながら、他の教科等、全ての教育活動に活かせる研究とし、
自分達自身の指導力向上につなげていく。 

  ・授業力を身につけ、より良い授業を追求することは教師の使命である。 
   また、身につけた指導力が自分の教師としての資質を高め財産となる。研究が

個人の、そして、学校全体の財産になるようにする。 
（５）いじめ・不登校の解消 
  ・年間３０日以上の不登校児童が１０人存在する。また、その原因として人間関

係を訴えている（いじめも含む）児童が存在する。 
  ・様々な課題(保護者の意識の問題に起因も含む)を抱える子ども自身、家庭への

対応をしっかりと行う。原則は「１・３・５」。１日休んだら、家庭から連絡
があっても連絡を入れる。３日休んだら家庭訪問。５日連続で休んだら教育相
談対象。 

  ・新たな不登校をつくらないことが原則。初期対応が生命線。→人間関係、宿題
が終わっていない、お金が払えない、服が汚れている、ネグレクト等々。 

  ・教師の言動は要配慮。教師が原因となる不登校はつくらない。また、周りの人
間関係で「おかしい」と思ったことは、見逃さず、その場で注意すること。 

 
 



（６）保護者・地域との連携 
   ・保護者が応援団になるクラス、学年、学校 
   担任、教師集団、学校の頑張りを保護者や地域に理解してもらえば、指導の効

果は倍増する。教員や学校が保護者に近づいていく必要がある。児童理解の第
一歩は保護者理解である。懇談会、面談等、必要に応じた家庭との連携をを工
夫して信頼関係を築く。 学校・学年・先生のファンをつくる。 

 

Ⅱ 本年度の指導の重点  

 

  
         最  重  点 
   １ 個に応じた学力の向上 
   ２ 豊かな心と健やかな体の育成 
   ３ 保護者(保教会）・地域との連携 
       相手の目を見て、心がこもったあいさつ 
       思考力・判断力・表現力の研究 

 １ 個に応じた学力の向上 
 （１）基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得 

 ①少人数学習（算数）による個に応じた指導の充実（３年生・４年生） 
   ②ＩＣＴ(特に Qubena などタブレット)を活用した授業展開 
     ③県学力学習状況調査結果、コバトン問題集等を活用した取組の充実 
     ④新出漢字の確実な習得 
     ・国語授業での確実な習得 
       ・「国語すいすい」での繰り返しの学習 
    ⑤努力を要する児童への補習の充実 
   ⑥学力向上校長賞へ取組（２、４、６年生 合格率９０％以上） 
     ２年 かけ算九九 ４年 都道府県名 ６年 ３０英単語 

 ６年 英単語 30 

(７月) 
4 年 都道府県名 

(１２月) 
２年 かけ算九九 

(２月) 

Ｈ29 ８２％ ５８％ ９８％ 

Ｈ30 ８８％ ９５％ １００％ 

Ｒ元 ９２％ ９４％ １００％ 

Ｒ２ ９２％ ８８％ １００％ 
 
（２）思考力・判断力・表現力の育成 

   ①校内研究の共有化・活性化の推進 
（思考力・判断力の研究を全ての教科に広める） 

   ②主体的・対話的な深い学びがある授業の推進 
      ③学力向上プランに基づいた授業改善の推進 
      ④校内研究による学力向上プランの更なる改善、授業改善の推進 
      ⑤校内研究による「思考を深める手順と手立て」の着実な実践 
   ⑥自ら課題を見つけ、主体的に判断し運動に取り組む児童の育成 
   ⑦言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニケーションを 

図ろうとする態度の育成 
      ⑧効果的な予習・復習の徹底 
 
 ２ 豊かな心と健やかな体の育成 
  （１）豊かな心の育成 

「心のこもったあいさつができる学校」への具体的な取組 
    ①朝のあいさつ運動の徹底（家庭・地域・児童会との連携） 
    ②「新堀小３つの約束」「新堀小のきまり」「スクールモラール」の徹底 
      ③読書活動・図書館教育の充実 
    ④道徳教育の推進、道徳の時間における学習指導の創意工夫 
       （指導方法を創意工夫することで主体的に道徳的実践力を身に付ける） 
    ⑤３つの達成目標（規律ある態度）の向上 
      ⑥縦割り活動の充実 
      ⑦学校教育農園の活用 

鍛え、伸ばし、認め、互いに喜びを感じられる学校 



   （２）体力の課題解決と健康教育の推進 
      ①体育的活動の充実、体力と運動技能を高める指導法の工夫改善 
    ②体力課題解決に向けての取組の充実 
    ③３つの達成目標（体力）の向上 
   ④安全教育の推進 交通事故「ゼロ」 
      ⑤健康教育、食育の推進と体力づくりの推進 
    ⑥児童の体力の実態に基づく重点的継続的な指導 
    ⑦「健康の記録」による児童・家庭との連携 
    ⑧外遊び・集団遊びの奨励(業間２０分） 
    ⑨体育的行事の充実                     
    ⑩歯磨き指導・薬物乱用防止教育の推進 
 
 ３ 地域・家庭（保教会）・学校が一体となった教育の推進 

① 学校運営協議会による学校改善 
② 学校公開の推進（特別な場合はのぞき、課業日は毎日公開） 
③ 学校情報の積極的発信 各種たより、ホームページの充実 
④ 保護者との連携推進 
⑤ 学校応援団の充実 保教会と連携した学力向上の推進（漢字の寺子屋など） 
⑥ 学校施設の効果的開放 
⑦ 地域の教育資源を有効活用した教育活動の推進 
⑧ 新堀小ココフレンド、学童との連携 

 
 ４ 教育相談、特別支援教育の推進 
  （１）教育相談の活性化 
   ①日常の相談活動など児童が相談しやすい雰囲気を醸成 
   ②児童の情報を的確に把握し、教職員と相談員の連携を密にし体制を充実  
   ③１・３・０運動の徹底 
   （２）児童への適切な支援の充実 
     ①個別の支援計画に基づいた長期的な支援の推進 
   ②特別支援コーディネーターを中心とした他の機関との連携 
      ③障がいの特性等に配慮し、効果的な指導内容・方法の工夫・改善 
      ④教職員と特別支援教育支援員との連携推進 
   ⑤個別最適化と協働的な学びの推進 

〔特別支援学級〕 
        障がいの状況、特性に応じて、指導内容・方法を明確にした特別な教育課程 
   を編成し、きめ細かい指導の充実 
    〔通常学級〕 
    一人ひとりに応じた適切な支援の充実 
      ⑥｢障害者差別解消法」に基づいた合理的配慮の推進 
  ５ 人権教育、情報教育、環境教育の推進 
      ①全教職員の共通理解の下、教育活動全体を通じて人権教育の推進 
   ②コンピュータや情報通信ネットワークなどに親しみ、基本操作や情報モラル 
   を身に付ける学習活動の推進 
   ③環境教育を学校・保教会（学校応援団など）・地域と連携して推進 
 ６ 全員参加の学校づくり 
   ①教職員一人ひとりが、自らの力を最大限に生かした組織協働態勢の充実 
    ②全教職員が信頼される魅力ある教職員を目指して、研修（校内研修・年次・ 
   自主）の充実 
    ③初任者を全職員で協力して育成  
 
Ⅲ 特色ある校務分掌及び日課表による学校活性化及び負担軽減 
  １ 会議等について 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

第１週 
学校運営委員会 
（企画委員会） 

 
 
 
学年会 

 

 

 

ノー会議 

分掌部会（領域） 
 
 

（予備日） 第２週 校内研修 分掌部会（特活/体育） 

第３週 
教育相談・ 

特別支援委員会 分掌部会（教科） 

第４週 職員会議 
 

倫理確立委員会 研究推進 
委員会 

生徒指導 
(いじめ対策) 

 



 
・学校運営委員会→校長・教頭・主幹教諭・保健主事・生徒指導主任・特別支援教育 

コーディネーター・栄養教諭・県費事務で組織し、 
保護者や地域への対応等、直面する問題の課題解決案を練り、 
学校全体に発信する。 

・月曜日は職員室で仕事をする日 
職員集会（１６時０５分～）、緊急の場合は随時行う。 

・会議はすべて４５分以内を目標。必要のない会議等は積極的にカット。 
 
 ２ 日課表 

・業前の１５分を活用（８：２５～８：４０） 
 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
8:25 

～  
8:40 
 

①歌指導 
②朝読書・読み聞かせ 
③朝読書・読み聞かせ 
④朝読書・読み聞かせ 

 
算数 
すいすい 

①全校朝会 
②児童会朝会 
③音楽集会 
④表彰朝会等 

 
国語 
すいすい 

①英語すいすい 
②さわやかタイム 

③さわやかタイム

④さわやかタイム 

・１、２年ぐんぐんタイム  
（月曜日で外国語のない時、４０分間、必要に応じて） 

         学習が未定着な児童に対する補習を中心とする。 
 

３ 教職員の負担軽減及び健康管理 
①会議進行の工夫（日報、職員室ホワイトボードの活用） 

  ②新堀小リフレッシュ休暇の実施 
（計画年休を前期１日、後期１日、年間２日以上） 

令和２年   平均年休取得日数   １４.６日 
      令和３年  目標平均年休取得日数   １８日 
  ③新堀小リフレッシュデーの実施（毎週水曜日１８時施錠） 
    ④ふれあいデー（毎月２１日 定時退勤） 
  ⑤プレミアムウィークの実施（１週間退勤１８時３０分） 
    ⑥家庭訪問を戸口訪問 

 

 

◇ 教職員は家族 

◇ チーム新堀小として 
  フットワーク、ネットワーク、チームワーク 

を大切に 


