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「ＡＳＮ３カ年計画（平成３０年度～平成３２年度）」 

 

１ 平成３０年度 
 

「家庭,地域との連携を強化し、ＣＳ化（学校運営協議会設置）の準備」 

 
（１）学校応援団活動の組織化 

  ①学校応援コーディネーターの選出 

  ②学校応援団組織の構築 

  ③学校応援団会議の開催 

  ④学校応援団活動の内容の整備 

 

（２）ＡＳＮスタートプロジェクト会議開催（４回） 

①学校運営協議会組織づくり 

②人材の発掘及び協議会役員の人選 

③先進校の取組に関する情報の共有 

④本校の活動内容に関する熟議 

⑤本校の課題に関する熟議 

 

（３）地域への発信、情報交換 

①家庭・地域への情報提供 

②教育長講話  

③地域小学校（東台小学校、東原小学校）、中学校（大井中学校）との綿密な情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 平成３１年度、平成３２年度 
 

「学校・家庭・地域・行政が一体となり、地域協働学校（ＡＳＮ：あさひス 

クールネットワーク）を四輪駆動で推進」 
 
 

（１）学校運営協議会（ＡＳＮ会議）について  

  ①構成員   会長（１） 副会長（   ） 

   町会代表（   ） 民生委員・児童委員代表（   ）  

学校応援コーディネーター（   ）   

ＰＴＡ（会長（１）・副会長（   ）・元会長（   ））  

ふじみ野市職員（   ） 学識経験者（   ） 

大井小学校長（１）（事務局）大井小学校教頭（１） 教務主任（１） 

②開催（年６回程度） 

③法的な役割 

   ・学校経営の基本方針の承認 

・教職員の任用に関する意見聴取 

・学校運営に関する意見の聴取 

④学校課題を解決するための具体策の熟議及び実践 

〇「ＡＳＮスタンダードづくり」 

・安全スタンダード  

・学習スタンダード 

・環境スタンダード 

〇地域協働学校組織体制の改善      

⑤学校関係者評価の実施、公開、充実による改善 

⑥ＰＴＡ、学校応援団等既存組織の役割の明確化 

 

（２）学校区を中心とする地域との連携強化 

  ①町会との連携強化 

・地域行事への参加 

・学校行事への参加 

・地域と学校のコラボレーション 

②地域学校等との連携強化 

・地域小学校（東台小学校、東原小学校）との連携 

・地域中学校（大井中学校）との連携 

・幼保との連携 

  ③地域組織との連携強化 

・学校応援団との連携 

・民生委員、児童委員との連携 

・行政（市役所）との連携 

 



ＡＳＮ準備 ２０１８年度スケジュール 

学期 月/日 会議・行事等 参加者 その他 

1 4/9 入学式 学校評議員 ＰＴＡ 町会長  

1 4/16,17 保護者会、懇談会 保護者 

1 4/20 ＰＴＡ総会 保護者 町会長 

1 5/10 学校応援団会議 学校応援コーディネーター 応援団登録者 

1 5/28 ＡＳＮスタートプロジェクト会議準備会議 

学校評議員会議 地域連絡協議会 

 

学校評議員  町会長 

1 6/22 小中連携協議会 小中学校教職員 

1 6/27,29 保護者会、懇談会 保護者 

1 7/5 民生委員・児童委員会議 民生委員・児童委員 

1 7/7 旧役場こけら落とし   

1 8/21 地域協働学校説明会 教職員 

1 8/22 クリーン作戦 地域協働学校説明会 教育委員会 ＰＴＡ 町会長 地域の皆様 

2 9/15 運動会   

2 10/20 大井小ＰＴＡ子どもフェスティバル ＰＴＡ おやじの会 町会 

2 10/23 就学児検診 新入生保護者 ＰＴＡ 

2 10/30 ＡＳＮスタートプロジェクト会議① 学校評議員 学校応援コーディネーター  

ＰＴＡ 町会長 民生委員・児童委員 

2 11/10 公開音楽会 ＰＴＡ 幼稚園・保育園・中学校 地域施設 

町会 民生委員・児童委員  

2 11/11 ふじみ野市防災訓練 町会 市職員 

2 12/12 ＡＳＮスタートプロジェクト会議② 学校評議員 学校応援コーディネーター  

ＰＴＡ 町会長 民生委員・児童委員 

2 11/2830 保護者会、懇談会 保護者 

3 2/1 小中連携協議会 小中学校教職員 

3 2/5 入学準備説明会 新入生保護者 ＰＴＡ 

3 2/8 幼保小連絡協議会 幼保小職員 

3 2/14 民生委員・児童委員会議 民生委員・児童委員 

3 2/21 ＡＳＮスタートプロジェクト会議③

学校評議員会議 

学校評議員 学校応援コーディネーター  

ＰＴＡ 町会長 民生委員・児童委員 

3 2/26,27 保護者会、懇談会 保護者 

3 3/1 大井中学校新入生ガイダンス 小中学校職員 大井中大井小児童生徒 

3 3/8 学校応援団会議 学校応援コーディネーター 応援団登録者 

3 3/ ＡＳＮスタートプロジェクト会議④  

3 3/22 卒業式 学校評議員 ＰＴＡ 町会長  



 

 

 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ふじみ野市立大井小学校 ３カ年構想 

平成３０年度・平成３１年度 

平成３２年度全面実施学習指導要領移行期間 

平成３２年度 

学習指導要領全面実施 

学校課題研究     
平成２９年度    平成３０年度・平成３１年度                     平成３２年度 
「特別の教科「道徳」」 「資質・能力の「三つの柱」を総合的に育む授業のあり方に関する研究」 ※各種調査の学校            

～主体的・対話的で深い学びの実現を目指す算数授業の工夫・改善～    課題から設定 

・組織体制づくり 

・埼玉県学力・学習状況調査の分析 

・全国学力・学習状況調査の分析 

・児童の実態把握＆課題の設定、策立 

・移行措置の確認、実践 

・特別の教科「道徳」実施 

・外国語活動時数増加対応 

・年間指導計画の作成 

・学校指導訪問での指導 

・組織体制改善 

・埼玉県学力・学習状況調査の分析 

・全国学力・学習状況調査の分析 

・課題の解決、評価、評価課題設定 

・移行措置の実践 

・教科書の研究 

・特別支援教育に関する研究 

・学習評価の研究 

・次年度通知表の改定 

・次年度学校課題研究主題の設定 

・次年度外国語時数増加対応策 

・新教育課程年間指導計画の作成 

・組織体制再構築 

・埼玉県学力・学習状況調査の分析 

・全国学力・学習状況調査の分析 

・児童の実態把握＆課題の設定 

・学校指導訪問での指導 

・教科書の研究 

・特別支援教育に関する研究 

・学習評価の研究 

・通知表の評価、見直し 

・学校課題研究実践 

・外国語活動時数増加対応 

・  

 

２年間（一昨年、昨年）の学校課題研

究（道徳）の振り返りの確実な実施 

地域協働学校（あさひスクールネットワーク）実施  

～学校運営協議会（ＡＳＮ会議）設置～ 

地域協働学校準備 

～ＡＳＮＳＰ会議開催（４回）～ 

「家庭,地域と連携強化し、地域協働学

校化準備」 
・学校運営協議会組織づくり 
・学校応援団組織化 

・家庭・地域への情報提供 
・人材の発掘及び協議会役員の人選 
・先進校の取組に関する研修 

・教育長講話  
・地域小学校との綿密な情報交換 

「学校・家庭・地域・行政が一体となり、地域協働学校を四輪駆動で推進」 

・学校運営協議会開催（年６回程度） 
   学校経営の基本方針の承認 

教職員の任用に関する意見聴取 

学校運営に関する意見の聴取 
『ＡＳＮスタンダードづくり』(安全スタンダード,学習スタンダード,環境スタンダード) 

学校課題を解決するための具体策の熟議及び実践 

地域協働学校組織体制の改善     大井中学校との連携（Ｈ３２ＣＳ化） 
学校関係者評価の実施、公開、充実による改善  幼保との連携強化 

生徒指導の推進「子どもたち一人一人の自己有用感が高まり。子どもたち同士の共感的人間関係が深まる 
意図的、計画的で協働的な教育活動の推進」 

「新学習指導要領の改訂のポイントに則った特別活動と道徳教育の推進」 

・不登校ゼロを目指す自己効力感を高める学級経営     ・自己決定の場を意図的に設ける行事運営 

・共感的人間関係づくりプログラムの効果的、計画的な実施 ・児童の安心、安全な生活を保証する学校生活の見直しと徹底 

・効率的、効果的な学校運営のためのＰＤＣＡサイクルの確立（行事の目的の明確化→事後評価の速やかな実施→改善案作成） 

・「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の３つの視点に基づく、育成する資質・能力を明確にした特別活動の推進 

・よりよく生きるために道徳的価値に向き合い、「考え議論する道徳」の実施 
 

                  ・地域協働学校『ＡＳＮスタンダードづくり』と連動して進める、家庭、児童の多様
な問題に対応できる機能的かつ機動的な生徒指導体制の構築 

 


