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平成３０年度 学校経営の全体構造図 富良野市立東小学校

・憲法，教育基本法，学校教育法，学習指導要領 ・児童の実態
・北海道，上川，富良野市学校教育指導の方針 ・地域の実態
・社会的要請，今日的な課題 ・保護者の願い，地域の願い，教師の願い

本校の教育目標
富良野市ＺＥＲＯ運動の推進

たくましさ（体） ゆたかさ（徳） かしこさ（知）
○知育の木 研究主題
・主体的な学びを育てるＺＥＲＯ運動

○情意の木 学校経営方針
・自主自立の心を育てるＺＥＲＯ運動 基礎・基本を確実に身に付け、学ぶ意欲を

○健康の木 高める指導の充実
・恵まれた環境と食で育てるＺＥＲＯ運動 あかるい学校 きれいな学校 たのしい学校 ー算数科における問題解決的な授業づくり

○学びの大地 ー 一人一人を大切にした教育 ー を通してー
・原点を見つめ未来への輪を広げる

ＺＥＲＯ運動
年度の重点目標

学校経営の重点 「志」をもって努力する子の育成 教科指導等の重点

（基本姿勢） （基本姿勢）
すべては子どもたちのために 学 年 の 重 点 目 標 一人一人に「生きる力」を確実に

育む教育活動の推進
低学年 中学年 高学年

(1)学校経営 (1)学習指導
◯教育目標を達成するために，全職員の ◎みんなと仲よく ◎みんなと協力し生 ◎自分の周りに働き ○一人一人の子どもに確かな学力を育む
共通理解・協働体制を基盤として，学 し元気に行動する 活を広げていく かけ生活を高めていく わかる授業づくりに努める
校運営を推進していく ○言語活動の充実を図り，全教育活動を
◯学校の組織力をもって教育実践を積み たくましさ（体） 通して自分で「よく考え，判断し，わ
上げ，保護者・地域の負託に応える開 ○健康で 最後まで やりとげる子 かりやすく伝える力」を身に付けさせ
かれた信頼される学校づくりをめざす る指導の充実に努める

○楽しく遊ぶ ○楽しんで運動する ○運動に親しみ身体 ○補充学習や個に応じた指導の充実
○めあてに向かい， ○目当てをもち，見 を鍛える

(2)教育課程 活動に一生懸命 通しをもって活動 ○めあてを達成する
○学校の実態や地域の特性を生かした教 に取り組む する。 ために手順や方法
育課程の編成に努める ○自分がすること ○自分がやるべきこ を工夫しながら仕 (2)道徳教育

○基礎基本を重視し一人一人の能力・個 を最後までやり とを意識し，最後 活動する ○年間計画に基づく，道徳の時間の充実
性等を伸ばす教育課程の充実に努める とげる までやり遂げる ○全体のことを考え と教材の工夫による心に響く授業の実

○「生きる力」を確実に育む教育課程の 責任をもって最後 践に努める
編成・実施・評価・改善に努める までやり遂げる ○道徳的実践力を高める道徳の時間の指

導の工夫に努める

(3)学年・学級経営 ゆたかさ（徳）
○日常的なふれ合いを重視して，一人一 ○豊かな心をもち 励まし合いながら頑張る子 (3)外国語活動
人のよさや能力をとらえ，それを生か ○体験的に外国語の音声や基本的な表現
し伸ばす学年・学級経営に努める ○自分のよいとこ ○自分のよいところ ○自分のよいところ に慣れ親しむための楽しいコミュニケ
○児童理解に基づき支持的風土のある人 ろに気付き，明 に気づき，明るく を積極的に伸ばし －ション活動の工夫に努める
間関係を醸成し，心のふれ合いが実感 るく元気に生活 のびのびと生活す 自己を高めていく
できる学年・学級経営に努める する る ○高学年としての自

○気持ちのよいあ ○気持ちのよいあい 覚ある言葉遣いや (4)特別活動
いさつや言葉遣 さつや言葉遣いで マナ－を守り落ち ○人とのふれ合いを通して，望ましい人

(4)校務運営・組織体制 いで人と接する 明るく生活する 着いた生活をする 間関係を育むとともに社会性を培い，
○全職員の共通理解を基盤として，各分 ○わけへだてなく， ○友達との関わりを ○自分を取り巻く人 自主的実践的態度の育成に努める
掌間の連携を図り，教育計画の具現化 身近な友達と仲 大切にし，相手の たちと積極的に関 ○縦割り班をはじめ，多様な集団活動を
に向けて積極的に学校運営に参加する よく生活する 気持ちを思いやり わり，互いのよさ 通して豊かな社会性の育成に努める
校内体制の充実に努める ○他の人に迷惑を ながら生活する を認めながら生活

かけないように ○学級の一員である する
約束やきまりを ことを自覚し，友 ○学級の一員として (5)総合的な学習の時間

(5)研究・研修活動 守る 達と仲よく行動す の自覚を高め，み ○富良野市の地域性を生かした教材や学
○児童の変容をめざし，指導力・授業力 る んなと協力しなが 習機会を活用し，思考力・判断力・表
の向上を図る研修活動の充実に努める ら責任をもって行 現力の育成に努める

○子どものよさや特性を生かし，自ら学 動する ○様々な施設や人とのふれ合いを通して
ぶ力を育てる校内研究の充実に努める ふるさとのよさや人の暮らし，生き方

に興味・関心をもつ指導の充実
かしこさ（知）

(6)全校的な教育活動 ○深く考え 正しく判断し 自ら高まっていく子
○教育全体を通して「生きる力」を育む (6)生徒指導
観点から，地域の教育環境を有効に活 ○学習に興味・関 ○学習に興味・関心 ○学習に興味・関心 ○一人一人の自己指導能力の育成を図る
用して，本校のよさが現れる特色ある 心を持ち，進ん を持ち，自分なり を持ち，見通しを 生徒指導の充実に努める
教育活動の工夫・改善に努める で取り組む の見通しをもって 確かにして取り組 ○生徒指導の協働体制の確立を図り，全

○身の回りの簡単 取り組む む 職員で一貫した指導の充実に努める
な事象について， ○自然や社会の中か ○自然や社会の中か

(7)危機管理 見たり比べたり ら進んで課題を見 ら進んで課題を見
○危機の未然防止及び発生時の敏速かつ して考える 付け，事実を比べ つけ，筋道を立て (7)特別支援教育
組織的な対応に努める ○人の話をしっか たりして考える て考えたり解決し ○関係機関や家庭との連携を図り，一人

○危機管理マニュアルの見直しと再確認 りと聞く ○人の話を最後まで たりする 一人のニ－ズに応じた指導内容や指導
を行い，未然防止など積極的危機管理 ○思ったことをは しっかり聞く ○人の話をしっかり 方法を工夫し，より確かな成長・発達
に努める っきりと話す ○相手に伝わるよう と聞き積極的に話 を促す指導の充実に努める

に分かりやすく話 し合いに参加する
す ○他の考えも生かし

(8)教育環境の整備 ながら建設的な考 (8)健康・安全指導
○安全，ゆとりやうるおい，学習意欲を えを分かりやすく ○生命を尊重し，心身を鍛える健康・安
喚起する教育環境の整備に努める 話す 全教育の充実に努める

○教材・教具や施設設備などの積極的か ○自他の生命を守るための判断力や行動
つ，効果的な活用に努める 力を向上させる指導計画の充実を図る

校 務 分 掌 学年・学級経営
(9)家庭や地域との連携 (9)キャリア教育
○学校経営方針の説明，学校への要望や 教務部・生徒指導部 １年学級 しらかば学級（知） ○一人一人の夢を育み，よりよい生き方
情報の発信や受信に努める 保健体育部・研究部 ２年学級 つくし学級 （情） を促すキャリア教育の充実に努める

○家庭や学校での学習や生活に関わる努 事務部・渉外部 ３年学級 どんぐり学級（肢） ○全教育活動を通して，家庭や地域と連
力目標を設定し，家庭と学校が連携を 学年部・ＰＴＡ ４年学級 ひまわり学級（病） 携した体験活動や望ましい勤労観・職
して取り組ませる体制づくりに努める ５年学級 すずらん学級（言） 業観の育成を図る指導に努める

６年学級

・計画（Ｐ）・実践（Ｄ）・評価（Ｃ）・改善（Ａ）


