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福岡市立壱岐小学校

日本国憲法・教育基本法 学校教育目標 今日的課題
学校教育法・学習指導要領 豊かな人間性と確かな人権感覚をもち、「強く、正しく、むつまじく」 多様性の理解 ,個性伸長
市第２期教育振興基本計画 生きる強い意志と実践力を身に付けた壱岐っ子の育成 共生社会 ,社会的・職業
福岡市学校教育指導の重点 的自立 ,ネットモラル

めざす児童像 ,SDGS,,Society5.0
保護者・地域の願いや期待 強く【体】 正しく【知】 むつまじく【徳】 児童の課題
地域を明るく元気に い：いきいき元気な子 きっ：きっちり考える子 こ：心がやさしい子 基本的生活習慣向上
多様性の受け入れ 基本的な生活習慣と体 基礎基本の学力と学習 学校を愛し、自分に自 学習意欲・学力向上
共生への取り組み 力と安全意識を身につ 態度を身につけ、創造 信を持ち、自他を認め合 規範・人権意識の向上
安全・安心な校区 けた子ども…児① 力のある子ども…児② おうとする子ども…児③ 自尊感情・人間関係力向上

～”その子が笑顔になるとき”をめざして～
めざす学校像 めざす教師像

学① 元気なあいさつが響き合い、清掃が行き届いた学校 師① 子どもが「わかった」「できた」「自信がある」と言う喜び
学② 教師と子ども相互に信頼し合い、和やかの中にも規律のあ を自分の喜びにし、クラスの子どもに誇りがもてる教師

る学校 師② 子どもの目を見て話を聞き、公平に温かさや細やかさを持っ
学③ 子ども一人一人を全職員で見守り、配慮し育てようとする て接する教師

学校 師③ 高い倫理観と安全意識をもち、授業公開を通しての授業改善
と得意分野を生かしての校務運営・業務改善に挑戦する教師

本年度の学校経営の重点
～本年度のキャッチフレーズ～

えがおの壱岐小は、げんきじまん、あいさつじまん、やさしさじまん、なかよしじまん、じまんあふれる学校にしよう

１ ひとりひとりが安心し自信 ２ 「わかる・できる」の達成 ３ 教職員の資質・能力向上と ※ めざす学校像・児童像・教師
がもてる、学級づくりの充実 感・有用感のある、結果とし 得意分野を生かしたプロジェ 像を具現化する年間の主な取組
…学①②③ 児①③ ての学力向上 …児② 師① クトへの挑戦 …師②③

a:場に応じて「自分から、目 a:壱岐いき学習スタイル７項 a:担任それぞれの授業課題に ４・５月
を見て」の挨拶と言葉遣い 目、話し方モデルの実践 応じた授業研究への挑戦 ・赴任式始業式の６年生 児③
・朝の挨拶運動 ①筆箱 ②机 ③チャイム席 ・テーマ研究授業研究 ・入学式の６年生 児③
・授業や行事、廊下で児童 ④忘れ物 ⑤あいさつ ・人権、道徳授業研究 ・年度初参観、懇談 師①②
と共に教師も必ず挨拶 ⑥姿勢 ⑦聞き方 ・外国語活動授業研究 ・歓迎集会・遠足 児①③

・教師自ら言語環境を意識 ⑧話し方モデル ・ＩＣＴ授業研究 ・個人懇談 師②
する（丁寧な言葉遣い） ◎年３回の評価で 75%達成 学級閉鎖,教室自宅ｵﾝ対応 ・一斉下校避難訓練 学③児①

◎年３回の評価で 75%達成 b:ユニバーサルデザインの視 ・自主授業研究 ・６年スマホトラブル 児①
b:無音・後片付・時間を守っ 点を取り入れた算数の授業 b:初任教員を中心とした授業 ・１、４年生交通教室 児①
ての清掃 づくり や学級づくり研修への取組 ・６年プール清掃 学①児①
・場所、人数、道具、分担 ・ｼﾝﾌﾟﾙ-ねらい .発問の厳選 ・初任指導と連動させる ・新体力テスト 児①
の明確化 ・ｸﾘｱ-授業展開の明確化 c:各校務分掌組織から、構成 ６・７月

・オルゴールで掃除の手順 ・ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ-視覚情報 ,具体物 員の得意分野を生かした新 ・平和学習Ⅰ・Ⅱ 児③
の意識 ・ｼｪｱ-少人数交流 ,発言機会 アイディアへの挑戦 ・６年性暴力ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 児①

・4~6年縦割り清掃の検討 ◎年３回の評価で 75%達成 ・各推進委員会 ・芸術鑑賞会 児②
◎年３回の評価で 75%達成 c:言語活動を中心とした学び ・職員研修、若年教員研修 ・自然教室 児①③

c:やりとげる力、話をつなげ 合いの取組、ICT積極活用 ※ めざす学校像・児童像・教 ・４年着衣泳 児①
る力、支え合う力、安心を ○ 話す、聞く、話し合うた 師像を具現化する定期の取組 ・スクールビジット 児③
生む力、きまりを守る力の めの対話形式の習得・活用 ・校内美化活動Ⅰ 児①
ある学級づくりに挑戦 ・聞く、聴く ・終業式・始業式・全校朝会 ８・９・１０月
・学級力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに挑 ・言う，言い合う での各学年の紹介 児③② ・１年生松特支交流 児②③
戦、取組の足跡を掲示 ・伝える、伝え合う ・各種認定 児② ・いじめ０サミット報告 児③

・本参考ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ活用 ・話し合う、討論し合う ・学級力の日（挑戦）児①③ ・地震防災訓練 児①
・QU,いじめｱﾝｹｰﾄと連携 ○ 自らの文字で発信 ・１分間黙想放送 ・６年壱岐中合唱コン 児②
◎学級づくりに関するアン ・ノート指導、はがき新聞 （中休み後）児① ・運動会 児①③
ケート評価 70%達成 ◎年３回の評価で 60%達成 ・休み時間終了体委合図児① ・読書月間 児①②

d:ソーシャルスキルトレーニング d:漢字さかのぼり認定 ・体力作りプログラム １１・１２月
道徳や学活・総合として年 算数さかのぼり認定 健ｵﾘ､ﾖｶﾞ （昼休み）児① ・学校公開週間 学児①②③
間に位置づけて挑戦する （音読・ﾛｰﾏ字認定） ・くねくね体操（体育）児① ・いじめ０強化月間 児①
・学習プログラムの実践 ・各学期末終了月中心に帯 ・集会委員会、計画委員会、 ・道徳学習参観 児①師②
基本的生活習慣、自他理 タイムにミライシードで前 等の活動 児③ ・１年生活科（昔遊び） 児③
解、意思感情伝達、関係 学年の問題のクリア ・代表委員会ﾘﾓｰﾄ参加 児③ ・２年かけ算練習（５年）児①②
づくり、ストレス対処、 ◎各種認定目標学年最終ク ・学年スポーツ集会 児① ・修学旅行 児①③
問題防止、環境変化対応等 リア 65%達成 ・壱岐応援団活動 児③ ・６年壱岐東小交流 児①

・指導案づくり、ＳＳＴに e:帯タイム・自学タイムの学 ・World 放送委 児③ ・平和学習Ⅲ 児①
関する授業研究 習内容と方法を具体化し全 ・ＧＴ、ＮＳランチ会 児③ ・校内美化活動Ⅱ 児①

◎ＳＳＴの定期的な位置付 校で実践する、ICT 活用 ・読み聞かせ教師･外部 児② ・読書冊数、辞書引表彰 児①②
で年３回の評価 60%達成 ・帯タイム→音読、漢字、 ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ種目挑戦 児① １・２・３月

※ クラスじまん認定証 計算、コグトレ、ﾛｰﾏ字 ・音楽、ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ発表 ﾞ児① ・不審者対応避難訓練 児①
※ ヒヤリハットの共有 ・自学ノート３～６年 ・６年小中交流会 児②
※ 発達障害・愛着障害への ・学期末は認定強化週間 ※みんなのやくそくと委員会 ・２分の１成人式 児③
理解と対応 ◎年３回の評価で 70%達成 の活動のリンク ・なわとび週間 児①

※ ぬくもり「多様性・反差別」 ※交換授業・合同授業の推進 ※コロナ対策 ・クラブ、委員会見学 児②
６年生の歴史学習とつなぐ ※高学年取り出し授業の継続 ※児童支援交流会で児童の状 ・お別れ集会 児③

※ 学校のきまりの定着を委 ※３～６年の辞書活用の充実 況や支援のあり方を共有 ・校内美化活動Ⅲ 児①
員会活動が担う ・辞書引き付箋達成賞等 ※安全点検で危険箇所確認 ・卒業式 児③

※ 音楽で合奏の奨励 ※県児童画展、福岡県児童文 と安全点検・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ報告会
※ 壱岐小連絡帳の検討 集、JA作文等に挑戦 ※ＳＣやＳＳＷ、えがお館、

※脳トレ等にも挑戦 区役所、医療機関との連携

地域・ＰＴＡとの連携 教育活動の評価・改善
学習のＧＴ、読み聞かせ人材、入学式・卒業式、挨拶運動と交通指導、校区 ・毎学期の学校評価（内部評価）
秋祭、敬老祝賀会、青育連野外活動、公民館文化祭、Ｐ登下校見守り、Ｐ花 ・学校サポーター会議、いじめ防止対策委員会
いっぱい運動、各種お便り、ＨＰ 等 ・学校公開週間等アンケート、Ｐ運営委、懇談会

～学校長として～
○ 子どもたち全員と直接話ができる学校行事等のさまざまな機会をとらえて、話を工夫して、学校生活への目標を持たせたり意欲
を高めたりさせていきます。

○ 日々の学校生活の中で，子どもたちに語りかけ、一緒に体を動かしていくように心がけていきます。
○ 学級経営，生徒指導上の悩みや課題に対して相談しやすい雰囲気をつくり、具体的に助言をしていきます。
○ 教科の基礎的・基本的な学習指導について、授業を通して学び合う雰囲気をつくり、具体的に助言していきます。
○ 働き方改革、ハラスメント、服務・倫理、コロナ対応について相談しやすい雰囲気をつくり、誠意を持って解決していきます。
○ 外部で話をする機会を通して、本校のよさや強みと先生方の頑張りを伝え、保護者・地域の方々と協力・信頼関係をつくります。


