
- 1 - 

 

 

 

- 第１０３号 -     【編集・発行】 府中市教育委員会事務局 教育部総務課 

（平成２８年３月発行）            〒183-8703 府中市宮西町 2-24 電話 042-335-4424 

 

新しい教育目標を定めました 
本市教育委員会ではこれまで、各市立小中学校が教育課程を編成することを念頭に置き、教育

目標及び基本方針を年度ごとに定めてきました。 

このたび、本市教委が所管する「第２次府中市学校教育プラン」をはじめとする各種計画との

位置関係をより明確なものとするため、新たな教育目標を定めましたのでお知らせします。この

教育目標は、本市の教育行政において最上位かつ中長期的な目標に位置づけられ、その下で各種

計画や取組を推進していくこととなります。 

  

 

 

 

 

教教育育委委員員会会だだよよりり  

  

  

  
 

府中市教育委員会の教育目標 

 

府中市教育委員会は、人間尊重の精神を基調とし、学校と家庭・

地域の緊密な連携のもと、子どもたちの生きる力や心の豊かさを

育む社会と、市民が生涯を通じて自ら学ぶことのできる生涯学習

社会の実現を目指し、次の「教育目標」に基づき、積極的に教育

行政を推進する。 

 

子どもたちが、心身ともに健康で知性や感性を磨き、道徳心と

体力を育み、人間性豊かに成長することを願い、 

○ 他者も自分も大切にする、思いやりと規範意識のある人 

○ 社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献しようとする人 

○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人 

の育成に向けた取組を推進する。 

また、市民が生涯にわたり学びの機会を得て、生き生きと暮ら

すことを願い、 

○ 学習活動や文化・芸術・スポーツ活動が生きがいとなる取組 

○ ふるさと府中の歴史や文化を理解し、継承発展させる取組 

○ 学びの成果を社会に還元し、地域教育力を高めていく取組 

を推進する。 
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外部対応力研修会 

幼稚園教諭研修会 

職務を通じて教員を育成（On the Job Training）していくための方法であ

る OJTの考え方や実際の進め方について研修します。 

食育研修会 

ＩＣＴ活用研修会 

情報セキュリティ研修 

学校マネジメント講座 

幼稚園教諭の指導力向上を図る研修ですが、幼少連携の視点から小学校教員

と共に研修する場も設定しています。 

教員に求められる力「外部との連携・折衝力」の向上を図るため、保護者・

地域・関係機関と適切に応対する方法や連携の在り方、学校からの情報発信の

重要性等を研修します。 

児童・生徒の望ましい食習慣の形成のための教材・教具、指導法の工夫や栄

養教諭との連携の在り方などを研修します。 

授業への ICT機器の活用による授業改善、個人情報の保護の観点からの学校

における情報セキュリティの構築と運用について研修します。 

今後、学校内で中核的に運営に携わる教員を対象に、課題解決のための目標

設定とその実現のための方策の構築や危機管理、教員の育成などについて研修

します。 

 東京都教育委員会は、教員が身に付けるべき基本的な力を「学習指導力」「生活指導力・

進路指導力」「外部との連携・折衝力」「学校運営・組織貢献力」の４つに分類・整理し

ています。府中市教育委員会では、この「身に付けるべき力」を踏まえ、市立学校の教

員の指導力向上のために、様々な教員研修を実施しています。府中市教育委員会が実施

する研修の一端をご紹介いたします。（教育が身に付けるべき基本的な力については東京

都教育委員会ホームページをご覧ください。） 

教教員員のの研研修修ににつついいてて（（教教員員のの指指導導力力向向上上ののたためめにに）） 

【職層研修】 

○主幹・主任教諭研修会 
（東京都教育委員会の研修実施要綱

等に基づき府中市教育委員会が実

施） 

○学校経営キャリアアップ 

研修会 

【必修研修】 

○若手教員（初任者）育成研修 

○若手教員（２年次）育成研修 

○若手教員（３年次）育成研修 

○10年経験者研修 
（東京都教育委員会の研修実施要綱等に

基づき府中市教育委員会が実施） 

教育相談研修会 

生活指導力向上研修会 

 

※教員研修には、府中市教育委員会が実施する研修の他にも、東京都教育委員会が開催する研

修や学校での校内研究、校内研修など様々な研修があります。 府中市教育委員会が実施する教員研修 

経
験
や
職
層
に
応
じ
た
研
修 

教
員
の
基
本
的
な
力
量
や
専
門
性
を
高
め
る
研
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若手教員（初任者・2年次・3年次）研修は、採用されてから 3年目までの

教員が、教員としての基礎的・基本的な力を高めるための研修です。学習指

導、生活指導に関する内容を中心に、特別支援教育、学校関係機関との連携

の在り方など幅広く研修します。 

10 年経験者研修は、教員経験 11 年目に、これまでの経験を踏まえ学習指

導や生活指導についてさらに工夫する力を付けるための研修や教育課題の解

決を図る力を高めるための研修を行います。 

主幹・主任教諭研修会は、教員のリーダーである主幹教諭や若手教員の育

成の中心を担う主任教諭の力量向上を図るために、それぞれの職の役割の理

解、役割を果たすための具体的な事例等について研修します。 

学校経営キャリアアップ研修は、副校長、主幹教諭が、学校経営の視点か

ら学校運営に当たるための経営方針の構築の仕方や方針を実現するための具

体的方策を学びます。 

理科教育研修会 

道徳教育推進教諭研修会 

小学校外国語活動研修会 

特別支援教育研修会 

ＯＪＴ研修会 

 

福祉体験研修会 

社会体験研修 

 

教科等に関する指導力向上のために、様々な指導方法や教材の活用の工夫、

最新の情報等について研修します。ここに挙げていない教科等については、東

京都や連携している他市の研修を受講することにより指導力を高めます。 

いじめ、不登校等の生活指導上の諸課題へ対応する力を高めるための児童・

生徒理解の手法や生活指導上の問題への対応の在り方を研修します。 

特別支援教育に関わる内容（特別支援教育の考え方、支援の在り方など）か

らテーマを決めて教員の理解の深化と実践力の向上を図ります。 

学校外での研修として、関係機関等に教員を派遣し、教員以外の仕事を体験

します。 

社会体験研修は株式会社すかいらーくの協力により、チームワークや接遇の

重要性を体験します。 
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定期健康診断の内容が変わります 
 学校では、児童生徒の心身の健康の保持増進を図るため、学校保健安全法に基づき、児童生徒

の健康診断を実施しています。このたび、学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、平成２８

年４月から次のとおり定期健康診断の検査項目等が見直されることとなりました。 

 児童生徒の健康の保持増進は、学校と家庭が連携して子供たちの健康状態の日常的な観察によ

り児童生徒等の心身の状況を把握し、適切な対応を行うことが必要ですので、ご理解とご協力を

お願いします。 

○座高、寄生虫卵の検査について 

  定期健康診断項目から削除されるため、学校での検査を廃止します。 

○四肢の状態の確認について 

  四肢の状態及び発育並びに手足など運動器の機能の状態について注意することが規定され

たことに伴い、学校医による内科健診に付随して「四肢の状態の確認」を実施します。なお、

保護者の方にご記入いただく保健調査票をもとに家庭及び学校における健康観察を行い、必要

に応じて実施します。 

○色覚検査について 

  色覚検査は、検査項目から削除されていますが、自身の色覚の特性を知らないことにより就

職にあたって初めて就業規制に直面したり、色覚の検査等に関する基本的な情報が十分ではな

いなどの報告や指摘を受けて、項目から削除された経緯を踏まえて検査・指導体制を整備・推

進することとされました。本市では、児童生徒が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受

けることがないよう、保護者から同意を得られた小学校第４学年の児童と小学校の他学年や中

学校全学年に行う希望調査で検査を希望する方に対して、新たに配備する色覚検査表を用いて

検査を行います。また、色覚に関する啓発や申出に応じて色覚の特性に対する配慮をする旨を

本人や保護者に周知します。 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化スポーツ部では、さまざまな催しを

開催しています。今回は９月までの予定

をお知らせします。ぜひご参加ください 

お知らせします 平成２７年府中市教育委員会議案一覧 

府中市教育委員会は教育長と４名の教育委員で構成され、本市の教育に関する事務の管理及び

執行の基本的な方針をはじめとする教育行政上の重要事項について、合議制により決定していま

す。 

昨年は４１の議案を審議し、いずれも可決されておりますのでお知らせします。 
 
第１号議案 平成２７年度予算に対する意見の聴取について 
第２号議案 教育委員会制度改革に伴う新教育長の勤務条件の取扱いに対する意見の聴取について 
第３号議案 平成２６年度府中市教育委員会表彰について 
第４号議案 平成２７年度府中市教育委員会の教育目標について 
第５号議案 府中市立幼稚園の保育料の見直しに係る条例の改正の申出について 
第６号議案 平成２７年度学校医等の委嘱について 
第７号議案 特別支援教育の附属機関の設置に係る条例の新設の申出について 
第８号議案 平成２７年度学校薬剤師の変更について 
第９号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市立学校長及び副校長の東京都教育委員会への任命内申について） 
第１０号議案 平成２７年度府中市美術館企画展観覧料について 
第１１号議案 府中市教育委員会委員の辞職の同意について 
第１２号議案 教育委員会制度改革に伴う関係規則の整理に関する規則 
第１３号議案 教育委員会制度改革に伴う関係規程の整理に関する規程 
第１４号議案 府中市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 
第１５号議案 府中市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に係る規則の一部を改正 

する規則 
第１６号議案 府中市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 
第１７号議案 府中市立小中学校職員服務規程の一部を改正する規程 
第１８号議案 府中市特別支援教育協議会規則 
第１９号議案 府中市特別支援教育協議会規程を廃止する規程 
第２０号議案 府中市特別支援教育就学支援協議会規程 

（４面下段につづく） 
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■ 第７回中学生「東京駅伝」大会が開催されました【教育部指導室】 

【日  時】平成２８年２月７日（日） 

【会  場】味の素スタジアム 

都立武蔵野の森公園特設周回コース 

【競技方法】各区市町村からそれぞれ選抜された中学校 

２年生による区市町村対抗駅伝競走  

女子の部 ３０ｋｍ 

男子の部 ４２．１９５ｋｍ 

【結  果】女  子 第１１位 タイム１時間５７分２２秒 

男  子 第１３位 タイム２時間２４分４３秒 

男女総合 第１３位 タイム４時間２２分５秒 

 

■ Ｐ連が設立６０周年を迎えました【教育部総務課】 

本年度、府中市立小中学校ＰＴＡ連合会が設立６０周年を

迎え、２月１３日（土）午後、ルミエール府中にて記念式典

が盛大に執り行われました。 

当日は、府中四中合唱部による記念合唱が花を添え、それ

に続き高野府中市長をはじめとする多数の来賓の方からお祝

いのことばが述べられました。また、これまでのＰ連活動や

各校ＰＴＡの取組を記録化し、次世代に継承していきたいと

の考えから設立６０周年記念事業実行委員会が編集作業を進

めてきた記念誌「Ｐ連のあゆみ」が、川村実行委員長から現役代表の佐藤Ｐ連会長に手渡されまし

た。この記念誌は今後市立図書館等にも配架されますので、ぜひご覧ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 ＴＯＰＩＣ（最近の話題から） 

（３面つづき）平成２７年府中市教育委員会議案一覧 
第２１号議案 府中市特別支援教育就学指導協議会規則を廃止する規則 
第２２号議案 第７期府中市生涯学習審議会委員について 
第２３号議案 平成２７年度・平成２８年度府中市スポーツ推進委員について 
第２４号議案 府中市教育委員会事務局職員の人事異動について 
第２５号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市教育委員会職員の人事異動について） 
第２６号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（平成２７年度学校医の変更について） 
第２７号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市立学校教職員の人事異動について） 
第２８号議案 府中市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 
第２９号議案 府中市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 
第３０号議案 府中市教育委員会の権限委任等に関する規則の一部を改正する規則 
第３１号議案 府中市立幼稚園の縮小・廃園の方向性について 
第３２号議案 平成２８年度使用教科用図書採択要綱 
第３３号議案 第７期府中市生涯学習審議会諮問事項等について 
第３４号議案 企画展「マリー・ローランサン」の前売観覧券の観覧料について 
第３５号議案 平成２６年度における府中市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価に係る報告書について 
第３６号議案 平成２７年度府中市立学校給食センター運営審議会委員について 
第３７号議案 平成２８年度使用教科用図書の採択について 
第３８号議案 府中市教育委員会事務局職務権限規程の一部を改正する規程 
第３９号議案 府中市いじめ防止基本方針について 
第４０号議案 府中市文化財保護審議会委員の委嘱について 
第４１号議案 府中市郷土の森博物館における指定管理者の指定について 

次の１０年へ 思いを新たに 

男子、女子ともトップ１０に迫る健闘！ 

 


