
 

令和４年度 学校経営計画 

四條畷市立忍ケ丘小学校 

校 長  香村 紀子 

 

２ めざす学校像、子ども像、教師像（中期目標） 

★めざす学校像 一人ひとりが 考えや思いを大切にし、伝え合い、互いに学びあう 楽しい学校 

★めざす子ども像 〇 学ぶ楽しさを知り、すすんで学ぶ子 

〇 よりよく楽しい学校生活をめざし、行動する子 

〇 自分や友だちを大切にする子 

★めざす教師像 〇 楽しく学ぶ場の設定を追求する 先生 

〇 「教師」の仕事に誇りをもち、その楽しさを広げる 先生 

〇 互いに支え合う教職員集団の一員として、力を発揮する先生 

 

１ 学校経営方針 

  「予測困難な時代」と言われ続けている中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、世界で起こる

戦争、と本当に予測困難だったことに直面することになった。昨今日本列島で頻発する地震についても、

これまで「いつか起こる」から緊迫した状況をうかがわせる。 

  そんな時だからこそ、学校教育がどうあるべきか、その役割やあり方について、しっかりと捉え、実践を

求められている。様々な予測困難だった事象に直面し得た、新たな視点と普遍的な視点とを合わせな

がら、再構築する必要に駆られている。 

  このような社会情勢にある中で、大切にしたいことは、人が人と協働し、課題解決に取組み、よりよい

社会を築こうとする営みである。そして、子どもたちは、その大いなる役割を担う一員として、身に付けな

ければならない力が一層重要視される。今年度は、次の点について重点をおきたい。 

その１つは、自分の力に自信をもって発揮することができること。自己を見つめ、そこから考えや思い

などを言葉にし、人に伝える自信がもてるようにしたい。個別最適な学びがその一端を担い、自信につ

ながるように、「自分はこれでよかった」と思える成功体験を積み重ねていきたい。 

そして２つめは、人と協働する喜びを知ること。自分ひとりの力より、人と力を合わせて成し遂げようと

する過程や得た結果に満足したり、うれしかったりすることを実感するようにしたい。学年を追うごとに深

く広くなっていく相手意識を、協働する学びと共に変容していくことを望みたい。 

3つめは、もっとよりよいことを目指そうとするには、人と違う考えや意見が大切であることをしり、求め

合うことが必要となること。違うことから、新たな見方考え方が見いだせることを実感として味わいたい。 

そして最後に、これら一連の営みを「楽しい」と感じ、意味のあるものと自覚できること。 

これらは、児童にかぎったことではなく、教職員もこのような協働の取組みのもと学校づくりを行うこと

が大切であると考える。子どもたちと教職員がともに、よりよく楽しい忍ケ丘小学校を創ることを目指し

て、様々な学びや活動を展開していく。 

学校教育目標「確かな学力 豊かな心 健やかな体」 



 

 

 

 

 

 

３ 学校の現状（よさと課題） 

（１）子どもたちの実態 

 子どもたちは学ぶことに意欲的で真面目な態度で取り組む。課題に対しては真摯に向き合い、答えを

見いだそうとする。子どもたちは、安心して挑戦できる場を用意すれば、それぞれの力を発揮してやりきろ

うとする。その一方で、少しでも不安があったり、目指すことが不明確であったり、答えが一つでなかった

りすると、途端に自信をなくして周りの様子に合わせようとする。自分を堂々と表現することや、他と異な

る答えや状況が苦手である様子が見られる。一人ひとりの持てる力を、発揮できずにいる。まちがいや

失敗を恐れず、挑み続け、心を鍛えながら、学びを積み重ねていきたい。 

 

（２）子どもたちを取り巻く環境 

①教育環境 

  本校は四條畷市内から大阪平野北部を一望できる高台に位置し、飯森山から連なる生駒山系の山

並みを背に、自然豊かなところに立つ。昭和時代の経済成長期に住宅地が拓かれ始め、1973年(昭

和 48年)に開校した。今年度は創立 50周年を迎える。校区は東西に広がり、南に四條畷小学校区、

北に寝屋川市と隣接している。校区内は、閑静な住宅地と JR忍ケ丘駅を中心とした商業中心の地域

があり、住みよい環境にある。地域の教育に対する関心は比較的高く、学校教育活動には大変注目が

集まる。 

  子どもたちの多くが進学する四條畷中学校とは敷地が隣接し、小中連携棟を介してつながっている

環境にある。令和 2年度に校舎管理棟の改修工事を終え、全トイレの洋式化、ICT環境の整備など、

学習環境が整えられてきている。 

②地域 

  校区全体が岡山自治会区にある。中でも忍陵神社はかつて大坂夏の陣で徳川方本陣として使われ

たり、古墳時代の前方後円墳が発見されたりと、歴史ある岡山地区の象徴として知られている。永く岡

山地区に居住されている方と、新興住宅地新しく住まいを構える方とが混在し、歴史を守りながら新し

いつながりを築こうとする取組みが、地域各団体によって企画運営され、街づくりを行っていこうとする

機運を感じる。北側には大阪電気通信大学四條畷校舎があり、毎朝多くの学生が子どもたちの通学路

を歩く様子が見られる。在籍する子どもたちは、岡山東地域から通ってくる人数が増えてきている。 

③組織（教職員、PTA、保護者） 

  本校教職員は、37名。育児休暇から復帰してきた教員もおり、今年度は異動が多く、半数近くが新

たな教員となった状況である。これまでの取組みを、もう一度再確認しながら、次のステップに移行する

一年となる。これまでの取組みを広げたり深めたりするチャンスとしたい。 

  また、PTAは、役員の方々を中心に大変協力的である。この 2年間は全ての PTA活動が中止とな

り、なかなか本来の活動が実施できずにいる。今年度こそは、1つでも多くの取組みを実現させたいと

チャンスをうかがっている様子である。 

  保護者の教育に対する関心や期待は大変大きい。その思いを受け止め、保護者の理解と協力を頂

き、共に子どもたちの育ちを支えることができるよう、教育活動を実践していきたい。 



 

４ 今年度の達成目標、具体的な方策 

目標設定区分１ 『学校経営』 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準（各種調査、アンケート等） 

「書く力」の育成を柱に、カリキュラムマネー

ジメントをすすめ、様々な場面で身に付けた

力を活かす場面を設定することで、子ども

たちに自信がもてるようにする。 

学力向上アンケート 

カリキュラムマネージメントの取組みアンケート 

学校教育自己診断アンケート 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

「書く力」育成 

①国語などいろんな学

習を通して、文章を書く

ことはうまくなってきた。

(児) 

②授業中、学習活動を

通じて自分の考えを深

めたり広げたりすること

ができている（児）。 

③教科横断的に、「書く

力」の育成場面を意識

して授業づくりを行って

いる。(教) 

肯定的評価 

８０％ 

（７１．３％） 

 

 

７５％ 

（７１．１％） 

 

 

７５％ 

（７０％） 

 

★（）は昨年度値 

 

 

〇書いて伝えるための力の育成 

・「書く」に重点を置いた授業研究の実践 

・思考ツールを効果的に活用した学習活動の展開 

・語彙力の向上（読書含む） 

〇自分の考えを書く場面をできるだけ多く取り入れ、考え

が深まったり広げたりした実感をもつようにする。 

 （ノート指導の工夫） 

教員のカリキュラムマネ

ージメント力の向上 

①各教科等の教育目

標や内容の相互関連

を意識して日々の授業

を行っている。(教) 

②既習事項や先の学

年で学ぶ内容との関連

(系統性)を意識して指

導するようにしている。 

(教) 

③総合的な学習の時

間において、課題の設

定からまとめ・表現にい

たる探究の過程を意識

した指導をしている。

(教) 

 

肯定的評価 

 

６０％ 

（４１．２％） 

 

 

 

８０％ 

（76.5％） 

 

 

 

６０％ 

（３３．３％） 

 

 

 

 

 

 

〇「これからの時代に求められる資質・能力を育むため

のカリキュラムマネジメントのあり方に関する調査研究」

の取組みを、教職員全体で進める。（体制整備含む） 

 

 

 

 

 

 

〇年間計画に明確に位置付けた探究の過程による総合

的な学習の時間の実践を最低３０h計画で実施する。 

（実践計画シート作成） 

 

 

 

 



 

④学校の教育目標を

意識して授業や行事に

取り組んでいる。(教) 

 

６５％ 

（５２．９％） 

〇「楽しい」を意識した提案、実践 

 

違いを認め合う集団づ

くり 

①自分から進んであい

さつしている(自) 

②授業の最後に学習し

たことを振り返る活動

を計画的に取り入れま

したか。 (教) 

③先生は自分が努力し

たことを認めてくれる

(自) 

 

 

７０％ 

（５６．９％） 

 

９５％ 

（９４．７％） 

 

 

８０％ 

（７５％） 

 

 

〇児童会を中心とした取り組みの推進 

 

〇さぽーとファイルの充実と、ふりかえり活動での活用 

〇振り返りから自己他己を知る活動へ 

 

 

 

 

目標設定区分２ 『学校組織の運営』 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準（各種調査、アンケート等） 

学校組織を活性化し、学校教育目標の実

現に向けた全教職員の関わりを進める。 

活動実績 

学校教育自己診断アンケート 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

目標を意識した学年や

各指導部の取組み提

案を行い、評価し合う。 

各会各月 1回以

上 

行事の取組みで

の工夫 

〇各部会による、目標を意識した取り組みの工夫や提案

の仕方を求める。 

〇取組みの反省については、焦点化する。方法を振り返

るのみでなく、向かい方についての振り返りを行う。 

安心・安全を重要視し

た教育活動の実現 

①先生はいじめなど私

達が困っていることに

ついて、真剣に対応し

てくれる(児) 

②児童による問題行動

が起こった時、組織的

に対応できる体制が整

っている(教) 

 

 

８５％超 

（８２．１％） 

 

 

 

70% 

（５５．６%） 

 

 

 

〇道徳科での学習を素地として、総合的な学習の時間

や特別活動などにおける、人と関わりながら活動を進め

る場の設定と、支援の実践 

〇いじめアンケートなどを活用した子どもたちの SOSを

逃さない校内での各委員会での児童把握とその取組み

の確実な推進 

 

 

 

 



 

 

 

目標設定区分３ 『人の管理・育成』 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準（各種調査、アンケート等） 

共に成長し合う教職員集団の醸成 

支え合う教職員関係の構築 

活動実績 

学校教育自己診断 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

学びあう教職員集団 

①教職員の間で、授業

方法などについて検討

する機会がある。(教) 

②観点別評価など評

価の在り方について、

学年等で教員間で話

し合う機会がある(教) 

 

８０％ 

（７７．８％） 

 

 

９０％ 

（８８．９％） 

  

〇研究授業に向けた複数学年での協働 

〇年次研修に伴う授業づくりでの学びあい 

 

〇教育課程検討委員会を中心としたしくみの活用 

支え合う教職員関係 

①学年部会での各担

任の情報交換会 

 

各月 1回 

 

〇困り感を共有できる場を設定し、互いを支え合う関係

性を培う。 

目標設定区分４ 『地域連携と渉外』 

Ａ 今年度の成果目標 達成基準（各種調査、アンケート等） 

保護者の学校参画の場を工夫し、理解促

進を図るとともに、学校運営協議会の活動

を活性化し、地域連携の新たな方策を生み

出す。 

学校教育診断 

学校運営協議会での評価 

 

Ｂ 目標実現に向けた取組み 

項目 達成基準 具体的な方策 

保護者の理解促進 

①学校通信や学年通

信で児童の様子を保

護者によく伝えている

(教)(保) 

②参観や懇談会を通じ

て子どもの様子がよく

わかる(保) 

 

(教)８５.5% 

(77.8%) 

 

(保)８０％ 

 

   ７５％ 

 

〇学校だより、学年だよりなどや、連絡帳・懇談会などを

通して、児童の学校での様子を伝え、保護者の知る機会

を作る。 

 

〇感染状況に対応しながら、授業参観や懇談会などを適

切に行い、校内の様子を見る機会を多く作る。 

学校運営協議会 

①協議会の計画を確

実に進める 

②1つでも協議会とし

ての活動を実現する。 

  

〇協議会委員との意識共有を行いながら、持続可能な

活動を考えていく。学校としてのオーダー内容を検討す

る。 


