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７月８日(木)，９日(金)は，大雨洪水警報の発令のため臨時休校になりました。保護者の皆様には，適切な対

応をしていただき，ありがとうございました。今後も，４月と６月に配布しました「気象情報で警報が出ている

場合について」に沿って対応しますので，ご協力をお願いします。  

１学期 終業式 

さて，本日は１学期の終業式でした。１学期はコロナ禍でいろいろな活動が制限されましたが，保護者の皆様

にはＰＴＡ活動等，様々な場面でご支援ご協力をいただき，誠にありがとうございました。また，地域の皆様に

も登下校を含めいろいろな場所で子供たちを見守っていただきました。ありがとうございました。 

終業式では，学校長より入学式，始業式で伝えた「自分を育て，たくましい東っ子」になるために頑張る４つ

の目標についてのお話がありました。 

１ 自分から進んで勉強し，いろいろな考え方ができるようになりましたか。自分の考えを発表し，友達の発     

表を聞いて，自分の考えをさらに深めることのできるようにがんばってください。 

２ 思いやりの心をもち，素直で明るく，やさしい子どもになれましたか。お互いの良さを認め合い，すべて 

の活動において友達や自分が，人として成長するようにがんばってください。 

３ 進んで体をきたえ，あきらめない，ねばり強い子どもになれましたか。体をきたえ，何事にもねばり強く 

取り組める心を作ってください。 

４ 府中東小学校が大好きな子供になれましたか。友達が好き，先生が好き，周りに住んでいる人が好き，地 

域が好き。府中東が大好きな子供になりましょう。 

明日から長い夏休みです。夏休みでしかできない体験をし，交通事故やけが等に気を付けて，充実した夏休み

となるよう，ご協力をお願いします。 

 

 おりづる集会 はばたけ 平和への願い 

６年生は，総合的な学習の時間「われら平和メッセンジャー」の単元において，平和について考えました。 

６月 21 日(月)～25 日(金)は平和週間でした。22 日，24 日には 6 年生が各教室においてプレゼンテーシ

ョンを行いました。23日には全校で「おりづる集会」を行いました。子どもたちは一羽一羽丁寧につるを折っ

ていました。1年生には6年生が優しく折り方を教えている姿が印象的でした。 

子どもたちの平和への願いが世界へと「おりづる」に乗ってはばたい

てほしいと思います。  

 

 

「人権の花」をいただきました  
６月２３日(水)に，府中町人権擁護委員の皆様が，人権の花(マリーゴール

ド)を届けてくださいました。栽培美化委員が代表として受け取り，６年生の

児童が正門や玄関前のプランターに植え替えました。マリーゴールドは乾燥

にも強く，花期の長い花です。花を育てることを通して，生命の尊さを感じ，

やさしさと思いやりを育てます。 

図形の角度を調べよう 

５年１組が７月７日(水)に行った，算数科の学習の様子を紹介します。この

授業では，すでに習った三角形の内角の和が180°であることを基に，四角

形の内角の和を求める学習でした。分度器を使うと簡単ですが，角度を測ら

ないで内角の和の求め方を考えます。図形を切って四つの角を集める方法や，

対角線で三角形２つに分ける方法，対角線で三角形４つに分ける方法など，

考えを発表し合い，ペアで互いの考えを検討し合いました。この考え方は，

多角形の内角の和の求め方につながります。適用問題に取り組んだ後，まと

めと振り返りを行いました。最終的には，図形の角の秘密から，不思議なア

ートを作ります。 

七夕（たなばた） 短冊に願いをたくして 

７月７日は七夕（たなばた）です。織姫（おりひめ）と彦星（ひこぼし）が１年に１度だけ，天の川で会える

日とされています。七夕には，短冊に願い事を書いて笹に飾ります。昔の人が，織物が上手な織姫のように「物

事が上達しますように」と願い事をしたのが始まりだと言われています。笹の葉に飾ると，織姫と彦星の力で願

いが叶えられたり，みんなを悪いものから守ってくれたりするという

言い伝えがあるのだそうです。 

東，西玄関の笹の葉に，児童が願いを託して短冊を飾りました。 

・コロナ禍でも修学旅行に行けますように 

・病気もコロナもない平和な世界になりますように 

・家族や友達が健康でいられますように 

・なまえがじょうずにかけますように 

・なわとびの二重とびをがんばる 

・みんなが笑顔になれるようなケーキを作るパティシエに 

 なれますように 

きれいにさいてね ～はな いっぱい ぷろじぇくと～ 

１年１組が７月 14 日(水)に行った生活科の学習の様子を紹介しま

す。この授業は，自分が春から育てた「あさがお」の花びらから色水を

作り，色水遊びをして，「あさがお」の色を和紙に残します。花の色

を作品に残す活動を通して，自分が世話をしたことで植物がきれいな

花を咲かせたことに気付き，植物への親しみを持つことができます。

グループで，どんな色や形に染まるのかを予想させ，他のグループと

色水を比べたり，交換したりして楽しみます。一生懸命に育てた花で

もそのままにしていると枯れてしまうけど，作品にすることできれい

な色を残せました。次は，押し花作りに挑戦します。 

府中町「健康マイレージ制度」にご協力ください。 

「健康マイレージ制度」とは，児童や保護者の皆さんが健康づくりに取り組んでポイントを貯め，そのポイ

ントを子供たちのために活用する制度です。貯まったポイントで一輪車等を購入したいと考えています。 

ポイントを寄付する団体に府中東小学校・ＰＴＡを選択し，8 月２５日の登校日にポイントカード（児童用

と大人用）提出してください。ご協力をよろしくお願いいたします。 



令和３年度の府中東小学校の学校評価計画をお知らせします 

この学校評価は，子どもの成長につながる取組となるよう実施するものです。客観的な評価のために，アンケー

トを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談日 

（スクールカウンセラー）９月９日(木)  9:15～15:00  三宅先生 

14日(火)  9:15～15:00  松本先生 

（教育相談員）     毎週 金曜日 9:00～13:00 垰田先生 

（スクールソーシャルワーカー） 

毎週  火曜日  9:00～12:15 高橋 先生 

※お気軽にご連絡ください。電話番号286‐1835（府中東小学校） 

 

達成値 評価 達成値 評価

単元末テスト（国語科・算数科）における，90点以上の
児童の割合

80%

70%

85%

85%

80%

「パワーアップチャージ」の取組で，「早寝・早起き・朝ご
はん」の項目において５日間〇の児童の割合

80%

80%

90%
（①・②とも）

d　 開かれた
           学校づくり

4　つながろう

「子どもと向き合う時間」について熟議を行い，本
校の定義を作成する。

中期（３年間）経営目標

「パワーアップチャージ」を通して，自分の身体を
守るための基本的な生活習慣を身につけさせ
る。

c　健やかな体

ホームページの更新や学校便り・学年便り・保健
便り等の発行を定期的に行う。

ｂ　豊かな心

３　きたえよう　（健康安全部）

2　つながろう　（生徒指導部）

「東っ子プリント」，ドリルタイムの取組を生かし，
基礎的基本的な学習内容の定着を図る。
探究的な学習を支える話し合い活動が，建設的
なものになるように，話し合いの視点を示す。さら
に，家庭学習においても主体的な学びを定着させ
る。

ａ　確かな学力 １　考えよう　　（教務部）

話し合い活動・委員会活動・スマイルグループ活
動などの特別活動を充実させる。

「東小サーキット」や「なわとび大会」，「持久走記
録会」，外遊びの奨励などの取組を生かし，運動
の習慣化を図る。

見取りの基準を明確にし，○○名人認定やバッ
ヂによる評価などして，全体の場で紹介する。

児童アンケート「相手の意見を受け入れてから，助けになる
具体的な意見を述べています。」において肯定的に回答す
る児童の割合
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【ミッション】（学校の使命）
様々な人々と協働し，失敗を恐れず果敢に挑戦し続け，新たな価値を創造することのできる人材の育成。

【ビジョン】（学校のめざす姿）
目指す学校像
　○笑顔と活力のある学校
　○保護者・地域から信頼される学校
めざす児童像
　○自ら学ぶ子
　〇自らかかわる子
　〇自らきたえる子
めざす教職員像
　〇授業を大切にする教師
　〇子どもを大切にする教職員
　〇チームで取り組む教職員

１月

経営理念
ミッション・ビジョン

学校教育目標

ビジョン（中間経営
目標）実現に向けて
の現状（進捗状況）
と今年度の位置づ
け

　確かな学力の定着のために，学習規律の徹底と読書活動の充実を図る。「学び合い」のある授業づくりのために，学習者主体の授業づくりや対話の質的向上と振り返りの充実を図る。ＳＤＧｓと関連付
けた「問い」を工夫するなどして，探求的な学習のカリキュラムを開発する。
　豊かな心を育成するために，次のように取り組む。学習や生活の心がまえづくりのために，「東っ子三つの約束（時間，名札，廊下歩行）」と生活目標（挨拶，掃除，靴そろえ）の定着を図る。また，話し
合いを基盤とした集団づくりやスマイルグループ活動や異学年交流の充実を図ることで，互いを認め合う集団づくりに取り組む。
　健やかな体を育成するために，体育科の授業改善，めあてをもった体力づくり，運動の日常化に取り組み，体力の向上を図る。家庭でのメディアの利用時間を短縮し，よりよい生活習慣を確立する。
外部人材等を活用して学級活動を工夫し，健康，安全教育，食育の充実を図る。
　社会に開かれた教育課程を目指し，カリキュラム・マネジメント，コミュニティ・スクールの充実を図る。学校だよりやホームページを充実させ，積極的に情報を発信する。保幼小の接続と義務教育９年
間を見通した小中連携を行う。「子どもと向き合う時間」を生み出す働き方改革に全職員で取り組み，質の高い教育活動を推進する。

評価計画

短期（今年度）経営目標

たくましい東っ子の育成

目標値(％)
評価結果

８月目標達成のための方策 評価指標

児童アンケート「自分のよさは，周りの人から認められてい
ます」において肯定的に回答する児童の割合

児童アンケート「学級・学校の役に立つように進んで行動し
ています」において肯定的に回答する児童の割合

業務改善に係るアンケート「児童と向き合う時間が確保でき
ている」において肯定的に回答する教職員の割合

保護者アンケート①「本校教育に満足している」②「進んで
情報公開している」において肯定的に回答される保護者の
割合

「50ｍ走」の学年男女別の平均記録を年度当初の記録から
0.1秒タイムアップ

日 曜 1年 2年 3年 4年 5年 6年 行事等
1 水 2学期始業式

2 木 ペア掃除Ⅲ期

3 金 登校指導

4 土

5 日 中庭仮囲い設置（工事関係）

6 月 5・6年委員会

7 火 14:50

8 水

9 木 S.C.相談日

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 14:50

15 水
６年　修学旅行1日目

（九州方面）・給食試食会

16 木 ６年　修学旅行２日目

17 金 13:15

18 土

19 日

20 月

21 火 14:50

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月 クラブ

28 火 14:50 あいさつロード

29 水

30 木

14:50 15:40

15:40

14:30 15:15

14:40

14:50 15:40

15:40

14:30 15:15

14:50 15:40

14:40 15:40

14:50

14:50

15:40

14:30 15:15

15:40

敬老の日

秋分の日

15:40

14:50 15:40

15:40

14:30 15:15

14:40 15:40

９　月

14:50 15:40

14:30

14:50 15:40
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