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平成３１年 ４月２３日  

平成３１年度第１回ＡＳＮ会議資料 

 

ふじみ野市立大井小学校  

校 長   本 川  秀 知  

 

「平成３１年度学校運営協議会について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成３０年度ＡＳＮ準備について 

「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（３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 

大井小学校は、５年後に１５０周年を迎える、地域の皆様の大きな期待とあたたかい協力に支えら

れ地域とともに歩んできた伝統的な学校です。ＰＴＡ活動や町会の皆様のご協力、学校応援コーディ

ネーターを中心とする学校応援団活動が教育活動の大きな支えとなっており、フェスティバルの開

催、教育環境の整備、広報活動、学習支援等に取り組んでいただいています。学校応援団活動につい

ては、平成３０年度登録者の人数が１００名を超え支援の輪が大きく広がりました。 

平成３１年度からは、学校、地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる

「地域協働学校」への転換を図ることにより、学校運営に地域の声を積極的に生かすとともに学校も

地域に貢献していきます。 

学校運営協議会の３つの役割（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）を機能させ、学校教育目標である「仲よくする子」「考える子」「たくまし

い子」の育成を目指し、大井小学校の新たな基盤（あさひスクールネットワークスタンダード）づく

りに取り組んでいきます。 
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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ＡＳＮ活動について 
 

「学校・家庭・地域・行政が一体となり、学校運営協議会（ＡＳＮ会議）中心

に地域協働学校（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委員          

会  長  荻原 豪   様  元ＰＴＡ会長 前大井小学校,大井中学校学校評議員 
 

町会代表  安藤 廣   様  赤土原町会代表  スクールガードリーダー 

馬場 健次  様  苗間旭町会長 

岡野 全勝  様  桜ヶ丘仲町会長  

椿内 学   様  勝瀬西町会代表 
 

学校応援団 上野 吉謹  様  学校応援コーディネーター 

小澤 真樹  様  学校応援コーディネーター 

         寺松 恵里  様  学校応援コーディネーター 

山根 あづみ 様  学校応援コーディネーター 
 

   ＰＴＡ   西山 幸吉  様  ＰＴＡ顧問 

         桑原 竜太  様  ＰＴＡ会長 
 

   民生委員・児童委員 

         下川 眞由美 様  民生委員 

         髙橋 信子  様  民生委員 
 

   ふじみ野市役所 

         舩津 誠   様  危機管理防災課長         
 

大井小学校 本川 秀知     校長 
 

（事務局）小林 美穂子    教頭 

      川村 大介     教諭（教務主任） 

 

②開催（年６回） ※ｐ.４参照  
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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学校関係者評価の実施、公開、充実による改善 

⑤ＰＴＡ、学校応援団等既存組織の役割の明確化 

⑥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 ＡＳＮスタンダードづくり 

 

ＡＳＮスタンダードについて 

○学校教育目標「仲よくする子」「考える子」「たくましい子」の育成を目指し、 

 学校・家庭・地域の絆、連携を深め、子どもの成長と地域の発展を目指す。 

○学校の役割、家庭の役割、地域の役割を明確化し、協働の基盤づくりを行う。 

 

安全スタンダード 

◇地域行事への学校の協力、学校行事への地域住民の参加等、学校、地域の協 

働による行事の推進 

 ◇児童の登下校時の見守り等、家庭、地域総がかりで子どもの安全の確保 

◇ふじみ野市の防災訓練、施設設備点検、学校の安全点検の強化と充実 

◇地域防犯会議等による地域の防犯意識向上による地域の安全確保 
 

学習スタンダード  

◇地域の人材による授業（ゲストティーチャー）の推進 

◇地域見学、訪問による体験学習の充実 

◇学校応援団（学習支援、読み聞かせ）による個別支援、言語教育等の充実 

◇学習指導要領の改定理念に対応する学習指導の充実 

◇学習習慣形成のための保護者の役割理解と家庭学習の支援力の向上 
 

環境スタンダード  

◇学校施設、設備を有効活用するための地域への積極的な施設開放 

◇学校の施設整備、清掃活動における学校、家庭、地域の連携 

◇学校応援団（おやじの会）による学校施設の整備・充実 

◇学校応援団（ベルマーク）による教育環境の整備 

◇学校応援団（図書整理）による学校図書館の整備 
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（２）学校運営協議会（ＡＳＮ会議）計画 

実施時期 計画事項 

月 日 学校運営協議会 その他の会議・取組等 

４ ２３ 

（火） 

17時 

～18時 

第１回会議 

・平成３０年度成果と課題 

・平成３１年度経営方針の承認及び学校運営協

議会年間計画 

・入学式 

・保護者ＣＳ説明会及び委員紹

介（ＰＴＡ総会） 

・学校応援団会議 

・学校応援団活動開始 

６ １８ 

（火） 

17時 

～18時 

第２回会議 

・学校運営に関する課題の共有 

・熟議、全体協議 

①ＡＳＮ安全スタンダードについて 

②地域の力を生かす大井小学校の魅力、特色

づくりについて 

・地域ＣＳ説明会 

 （地域連絡協議会） 

・小中連携協議会 

・クリーン作戦 

・運動会 

７ ２６ 

（金） 

17時 

～18時 

第３回会議 

・１学期学校運営進捗状況確認 

・熟議、全体協議 

①ＡＳＮ安全スタンダードについて 

②地域に貢献する大井小学校の魅力、特色づ

くりについて 

・民生委員児童委員会議 

・前期学校評価実施 

１１ １９ 

（火） 

17時 

～18時 

第４回会議 

・２学期学校運営進捗状況確認 

・熟議、全体協議 

①ＡＳＮ学習・環境スタンダードについて 

②小中連携について 

・就学時検診ＣＳ説明会 

・音楽会 

・ふじみ野市防災訓練 

・後期学校評価 

２ １３ 

（木） 

17時 

～18時 

第５回会議 

・１年間の学校運営進捗状況評価 

・熟議、全体協議 

①ＡＳＮスタンダードまとめ 

②次年度学校運営協議会について 

・小中連携協議会 

・入学準備説明会 

・幼保小連絡協議会 

・民生委員児童委員会議 

 

３ ３ 

（火） 

17時 

～18時 

第６回会議 

・１年間の学校運営進捗状況評価 

・熟議、全体協議 

①次年度学校運営協議会について 

②次年度学校経営方針について 

・学校応援団会議 

・卒業式 

※上記以外にも、会長が必要であると考えれば、臨時協議会を開くことができる。 
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３ 平成３１年度職員人事異動（平成３１年４月１日） 

４ ふじみ野市立大井小学校 学校経営ビジョン 

Ⅰ 基本理念 

『学校、家庭、地域、行政の相互理解と信頼に基づく、 

「行きたい学校、帰りたい家庭、住みたい地域」づくり』 
 

Ⅱ 学校経営基本方針 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 学校教育目標 

 

                                 学校教育目標を達成するための「３２elements」 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

仲よくする子（徳） 

考える子  （知） 

たくましい子（体） 

【目指す学校像】児童が喜んで登校、満足して下校する大井小 

 

１「児童の安全が確保されています」 （安全教育 安全管理 ＡＳＮ安全スタンダード） 

２「わかる授業が展開されています」 （学校研究 教科担任制 ＡＳＮ学習スタンダード） 

３「教育環境が整っています」        （無言清掃 整理整頓 ＡＳＮ環境スタンダード） 

４「一人一人が大切にされています」 （ＵＤ ＳＳＴ いじめ防止基本方針） 

５「元気な声と挨拶があふれています」 （あいさつ運動 授業規律 合唱指導） 

６「やさしい言葉が聞こえてきます」 （言語環境の整備・充実 校内放送 委員会活動） 

７「元気に遊ぶ子がたくさんいます」 （体育の授業 委員会活動 運動環境の充実） 

８「家庭・地域と強い絆で結ばれています」 （ＡＳＮ会議での熟議 学校応援団活動の充実 

ＰＴＡ活動の充実・改善） 

① 資質・能力の育成 

資質・能力の三つの柱（知識･技能、思考力･判断力･表現力、学びに向かう力）の確かな育成

を目指す「主体的・対話的で深い学び」の研究を研究、実践する。 

② ＡＳＮの推進 

学校・家庭・地域がお互いをパートナーとして考える地域協働学校「ＡＳＮ」（あさひスク

ールネットワーク）の推進を学校運営協議会（ＡＳＮ会議）を中心に図る。 

③ 事故防止と生徒指導 

安全・安心な学校づくりのために事故防止を徹底するとともに、児童の命を守り、児童の命を

輝かすための生徒指導の推進を図る。 

④ 評価による改善 

リサーチ＆ビジョン、ＰＤＣＡサイクルの構築により、効果的な評価を実施し、常に教育課

程、教育活動の修正、改善を図る。 

⑤ 組織的、協働的に学び合い、高め合う職員 

職員が相互に学び合い、高め合いながら組織的、協働的に教育活動を行う。従来の分掌に加え

ＰＴ（プロジェクトチーム）を組織化し、職員の学校運営への能動的な参画を図るとともに、働

き方を改革し働きがいのある職場を全職員で創造する。 
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【目指す児童像】よく遊び、よく学び、社会をたくましく生き抜く児童★ 
 

9 「進んで学習します」         （Ａ 希望と勇気） 

10 「進んで体を鍛えます」        （Ａ 努力と強い意思） 

11 「自分の考えを正しく話せます」    （Ａ 個性の伸長 善悪の判断） 

12 「明るいあいさつができます」     （Ｂ 感謝 礼儀 友情、信頼） 

13 「仲良く助け合えます」        （Ｂ 親切、思いやり 友情、信頼） 

14 「人の話を大切に聞きます」      （Ｂ 相互理解、寛容 集団生活の充実） 

15 「時間やものを大切にできます」    （Ｃ 規則の尊重 善悪の判断）  

16 「決めたことを最後までやり抜きます」 （Ｄ 勤労 よりよく生きる喜び）  

【目指す教師像】教職への情熱を持ち続け、次代を担う力を持った教師 
       

17 「子どもに好かれています」 

18 「授業で勝負しています」 

19 「自ら研修しています」 

20 「児童の自尊感情を育んでいます」 

21 「組織的な動きを大切にしています」 

22 「危機管理意識を常に高く持ち、事故ゼロを目指しています」 

23 「率先垂範を大切にしています」 

24 「教育公務員としての使命感と責任、誇りを持っています」 

 

【目指す保護者像、地域像】２０１９年度地域協働学校「ＡＳＮ」の推進 
■めざす保護者像■ 
 「自他共栄」思いやり、信頼、感謝を大切にする保護者 

25 「家庭教育がすべての教育の出発点であることを自覚しています」 

26 「家庭が子供の心のよりどころになっています」 

27 「子供の健康管理･生活習慣の確立に力を尽くしています」 

28 「学校･地域と強い絆で結ばれています」 

 

■めざす地域像■  安全が確保され、笑顔があふれる地域 
29 「子供は社会の宝物であると考え、大井小学校に高い関心を持っています」 

30 「地域行事に子供が参加しています」 

31 「子供の社会性の発達に力を尽くしています」 

32 「学校･家庭と強い絆で結ばれています」 
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Ⅳ 平成３１年度重点目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学習指導要領の改訂理念に対応する組織的学校運営 

  総合的な学力向上策による資質・能力の３つの柱の育成 

  ・各種学力調査の分析による課題の把握と対策の実施 

  ・全職員の創意工夫による学校課題研究の推進（算数） 

・主体的な学びの実践、対話的な学びの実践 

・効果的な家庭学習の実施 

・学年、ブロックでの教科担任制の積極的導入 

・体育授業の充実による運動量を確保と全校一斉で行う体力づくりの実践 

【取組指標】「学校は子どもに学力が身につくよう指導を行っている」 

         Ａ５０％（H29４５→H30４６）、ＡＢ９６％（H29９１→H30９５） 

      「体力づくりの指導をしている」  Ａ５０％以上（H29４３→H30３９） 

 

② 学校・家庭・地域・行政が一体となり、ＣＳを四輪駆動で推進 

 「ＡＳＮスタンダード」づくりを核とする、ＡＳＮの推進  

 ・ＡＳＮスタンダードづくりを中心とする学校運営協議会（ＡＳＮ会議）の開催 

   （安全スタンダード、学習スタンダード、環境スタンダードづくり） 

  ・学校応援団活動の継続性のある組織的な運営と活動内容の充実 

  ・学校ＨＰや学校だよりなどによる積極的な学校情報の発信 

・地域の豊かな人材活用のための教育課程の整理 

・地域行事への児童の積極的な参加を促す広報活動 

【取組指標】「学校は家庭・地域と連携・協力しようと働きかけている。 

Ａ５０％（H29４５→H30４８）、ＡＢ９９％（H29９３→H30９７） 

 

③ 子供たち一人一人の自尊感情が高まる学級経営の充実と、意図的、計画的で協働的な教育活動

の推進 

  生徒指導の原理を常に意識した教育活動の計画と実施 

  ・不登校ゼロを目指す共感的人間関係づくり、自己有用感の育成を目指す学級経営 

   （学年、ブロック、学校全体で生徒指導情報を常に共通理解する組織体制づくり） 

  ・自己決定の場を意図的に設け、自治的な活動を促す行事運営（児童会活動の充実） 

 ・効率的、効果的、機動的な学校運営のためのＰＤＣＡサイクルの確立 

（行事のねらいの明確化→事後評価を直ちに実施→速やかな改善案の作成） 

  ・児童の安心、安全な生活を保証する学校生活のきまりの見直しと徹底 

   （ＡＳＮ安全スタンダード） 

【取組指標】「子どもは学校が楽しいと言っている」   Ａ６０％以上（H29５８→H30５８） 

      「自分の学級が楽しいと言っている」    Ａ６０％以上（H29５９→H30５８） 

      「マナー,ルールを守る態度を育てている」Ａ５０％以上（H29４３→H30４４） 

 


