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内容

（１）校長あいさつ並びに委嘱状交付
（２）自己紹介
（３）授業参観
（４）学校運営協議会議事
①会長、副会長選出

会長

増渕

晴美委員

副会長

吉田

聡委員

②令和４年度学校経営方針説明
③協議
④令和４年度学校経営方針承認
（５）事務連絡
（６）主な協議内容
発表者

発言・意見・質問など

校長

・ 本校 は全 体的に 落ち 着いて いる。 教職 員は熱 心に働 いて おり、 地域の 皆様 の支え を
いただきたい。
○学 校経営 構想 につい て、「令和 4年 度

第1回学校 運営協議会資 料」及び「令和4年度

学校経営構想」をもとに説明
・ 前隅 内校 長先生 も大 切にさ れてき たこ とであ るが自 尊感 情を育 てるこ とを 大切に し
て いき たい と考え てい る。自 分を好 きに なる。 キャリ ア教 育につ ながる 。こ んな自 分
になりたい。努力を積み重ねていく子供を育てたい。
・本校の目標
進んで学習する子ども（知）
親切で実行力のある子ども（徳）
健康でがんばる子ども（体）
・ めざ す児 童像「 かし こく

やさし く

たくま しく」 から 今年度 大切に した い、３ つ

の花について始業式、入学式に児童に話した。
かしこい頭の花

やさしい心の花
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たくましい体の花

目 には 見え ない３ つの 花だが 、一人 一人 がそれ ぞれの 花を 咲かせ てほし い、 そのた め
の 種を 校長 から渡 した こと。 しかし その 種はま いただ けで は芽は 出ない 。自 分がが ん
ば るこ とが 水をや るこ となの で、努 力し ていっ てほし い。 保護者 には学 校だ よりを 通
し て、 学校 が肥料 を与 えてい くので 、家 庭や地 域が太 陽と なって 温かい 太陽 の光を 十
分 に与 えて ほしい 。そ れぞれ 、方法 は異 なるが 、子供 たち の健や かな成 長、 幸せを 願
うという目標は同じなので、みんなで協力して教育活動を行っていきたい。
・学校経営方針
児童の実態を踏まえて、成長の度合いを見ながら改善を図っていきたい。
①人権尊重の教育
コロナ禍における人権への配慮
正しい人権意識を育てる。
②個に応じたきめ細やかな指導
一人ひとりに寄り添った指導
③教職員の個性や能力を生かす。
１０数名の異動

キャリアの異なる教員組織

チームとなって取り組む

④学校と家庭・地域との連携
⑤国分寺中学校区での目指す子ども像を目指した小中一貫教育の推進
中学校へのスムーズな橋渡し
教職員の研修
⑥危機管理体制
児童の命を守る
・４／１に職員に伝えたこと
子 どもた ちが 行きた い学 校/保 護者 にとっ て行か せた い学校 /地 域にと って信頼 でき
る学校/教職員にとって働きたい学校になるように、危機管理を１番に考え、授業を
大切にし、中学校へつなげる学力をつけられるようにしていく。
・最後に
皆様 方の 支えが 必要 ですの で、今 後と もよろ しくお 願い します 。着任 して １か月 で
す が、 子供 たちの よい ところ を発見 して います 。挨拶 です が、目 を合わ せて あいさ つ
が でき る子 がたく さん います 。遠く から でもあ いさつ をし てくれ る子、 お辞 儀をし て
丁 寧に あい さつを して くれる 子もお り、 家庭地 域で人 間と して大 切なこ とが 育って い
る 、地 域の 方が見 守っ てくだ さって いる ことを 感じま す。 どうぞ よろし くお 願いい た
します。
教頭

今の学校経営方針について、質問やご意見などお願します。

委員

・ 地 域 回 覧 で 校 長 だ よ り を 読 み ま し た 。「 ３ つ の 花 」 に 大 変 感 動 し ま し た 。 私 の ノ ー
ト に書 き留 めまし た。 今日の お話を 聞い て、子 供たち を思 う、心 のある 目標 になっ て
い て子 供た ちは幸 せだ と思い ました 。子 供たち が学校 に行 きたい と思う 気持 ちが１ 番
です。先生方の行動を校長先生や教頭先生が見逃さないでいただきたいと思います。

校長

・保護者の方からの情報がありましたら、遠慮無くお聞かせください。

委員

・ 管理 職、 新しい 先生 方、ス タート した ばかり で大変 。染 み渡る ように 、時 間をか け
て 育て てい ってほ しい が教育 はまっ たな し。新 しい先 生方 に学校 運営協 議会 委員の こ
とを知らせていってほしい。
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・ 児童 の名 前が机 に貼 ってあ ったこ とが とても よかっ たで す。ほ がらか 文庫 で教室 に
入るが、名前と顔が分かってとても良いと思います。声をかけることがしやすいです。
委員

・今日の授業参観の資料がとてもよかったです。担任の名前などがよくわかりました。

教頭

・ご質問というより、励ましのお言葉ありがとうございました。
学校経営方針につきまして、承認いただけましたら、拍手をお願いいたします。
拍手
承認をいただきましたので、１年間よろしくお願いいたします。
教職員一同頑張っていきたいと思います。

教頭

○その他
・児童数夜職員紹介など
今日の授業を見ていただいて、感想などありましたらお願いします。

委員

・子供たちが元気でよい。
・タブレットも活用されて、学校経営方針の中にもあり、児童も慣れていた。今日も
何クラスか使っていましたね。

他委員

・４年２組や３年１組。

地 域連 携教 ・ 活用 の仕 方をお 話し ます。 タブレ ット で写真 をとる 。例 えば花 の観察 や図 工の下 書
員

き など で使 ってい まし た。大 きくし て見 られる ところ が有 効です 。調べ 学習 などで も
使っています。問題も配信されているので、児童が解いています。

委員

・ 子供 たち が落ち 着い て学習 してい てと ても安 心した 。コ ロナ対 策をし てい く必要 は
あるが、なるべく学校を止めないでほしい。
ＰＴＡ会員数は１００％ですか？

教頭

１００％です

委員

・高学年、スマホなどの問題はどうか。中学生はスマホを持っている。

教務主任

・ 所有 の実 態把握 はし ていな いが、 トラ ブルを 防止す るた めに、 講話な どを 聞く機 会
をつくっています。昨年度はそうしたトラブルはなかったです。

校長

・コロナ対策については、どういった対策をしたら行事ができるか考えていきたい。
リ モー トを 使うこ とな ども考 えてい きた い。感 染状況 に応 じて、 学級閉 鎖な どをし な
ければならないこともある。児童はよく感染対策をしている。

委員

・ 同じ 学年 で、教 科に よって 進度が 違う ことも あると 聞い たが、 どうで しょ うか。 事
情 はあ ると 思いま すが 、保護 者は不 安に なるよ うです 。特 に算数 につい てで した。 学
校評価の意見の中にもあったように思います。

教頭

・教職経験の差があるのは事実です。週案を作成して学年で相談をしています。
確認しながら進めていくように見ていきます。
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委員

・授業参観はみんなが集中していました。
・下の子は昨年1年生だったので、タブレット活用が難しいときもありました。低学年
はパスワードが6けたなので、何回かやらないと難しいこともあると思いました。また
先生によって宿題の量が違うことも聞きました。

委員

・前の方と同じです。

地 域学 校活 ・ 今日 の話 合いの 内容 は校長 先生か ら職 員に伝 えられ る。 学校運 営協議 会は 学校に 対
動協働

す る厳 しい 目も持 ちな がら、 優しい 手を さしの べてほ しい 。それ がふれ あい 活動に も

推進員

つ なが って いくと 思い ます。 コロナ のた めに、 地域と の活 動が減 ってい る。 特に環 境
保全会などの活動について。何ができるかを探っていきたい。
自分 の仕 事とし て、 公民館 では中 学校 の美術 部の作 品の 展示を 考えて いる 。中学 生
に 呼び かけ て土曜 日の 学習サ ロンを 開け ないか 考えて いる 。国分 寺地区 では 、読書 に
力 を入 れた い。昼 休み などの 図書室 開放 に地域 の方に 加わ ってい ただく こと で、司 書
が いな くて も図書 室を 活用で きるよ うに するな ども考 えら れる。 他校で は、 貸し借 り
作業やポップを作るなど協力しているところもある。

教頭

○今後の予定について
・次回は１０／１４（金）児童表彰。
・３回目

２／２２（水）６年生を送る会。学校評価結果。

時期が近くなったら開催通知を発送させていただく。
○学校運営協議会委員の名前の公開について
・委員の皆様の名前を公開してもよろしいでしょうか。→（承諾）
校長

学 校運 営協 議会は 年３ 回です が、お 時間 あれば 、学校 に来 ていた だき、 学校 を理解 し
ていただき、改善していきたいと思います。
閉会
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