
令和４年度 府中市立学校（園） 教育課程届出の概要について 

令和 4 年 4 月 教育部指導室 

【幼稚園】 

幼稚園名 教育目標 
本園の教育の特色 

幼・小連携 園・家庭・地域の連携協力 ① 学びの芽生え ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

みどり幼稚園 ○人権尊重の理念を基調とし、心身の調和的な発達を図り、感性豊かな

幼児を育成する。 

目指す幼児像 

○ げんきな子（すすんで体を動かし、友達と楽しく遊ぶ子） 

○ おもいやりのある子（相手の気持ちを受け入れ、助け合える子） 

○ かんがえる子（自分で考え、行動する子） 

□幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続を推

進し、近隣の小学校と計画的な交流を通じ

て幼児の実態の相互理解を深め、連携の充

実に努める。 

□発達や学びの連続性を踏まえ、幼小連携・

接続を充実させる。小学生との交流を計画

的 に図り、小学校の授業参観や研修、職

員との意見交換などの場をもち、「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かり

にして相互理解に努める。 

□幼児がすすんで活動できるように、発達や

興味・関心に即した教材・用具等の整備を

し、カリキュラム・マネジメントを確立し、

教師が適切な関わりをするなど、指導や環

境の工夫に努める。 

□豊かな感性を育てるために、郷土の自然や

伝統・文化、日本古来の季節の行事に触れ

る機会をもつ。そのために、地域の公園や

施設等を有効に活用し、身近な人材に働き

かけ協力を得ながら、直接体験を通して自

然との関わりを深められるような環境を整

える。 

□子育て支援に積極的に取り組む中で、年間

計画に基づいた預かり保育、教育相談・保

護者の保育参加・園庭開放等を実施する。 

①幼児一人一人の発達や特性を踏まえ、幼児の興味・関心に応じた遊びの充実を図

り、発達段階に応じた幼児期に必要な生活習慣を身に付けるとともに、人との関

わりを深め、規範意識を培い、「生きる力」の基礎を育てる。 

②集団生活において、様々な体験を重ねる中で、生活に必要な行動の仕方や友達の

気持ちに気付かせ、自分で考えたり葛藤したりしながら、道徳性や規範意識の芽

生えを培う。 

②地域の人々、特に年下の幼児との触れ合いの機会を設定し、様々な人との関わり

方を身に付け、家庭や地域社会の一員としての自覚や思いやりの気持ちを育む。 

③様々なスポーツに関心をもって取り組む中で、多様な体の動きが経験できる環境

を整え、自ら運動しようとする意欲を育てる。 

③栽培の楽しさや収穫の喜びを実感できるよう、幼児が関心や親しみをもちやすい

環境づくりに努め、自分たちで栽培したものを食べる経験から食への意欲へとつ

なげる。 

 

 

【小学校】 

学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第一小学校 人間尊重の精神とともに、責任と協力を重んじ、適切な判断力と創造

性に富んだ情操豊かで自主的健康的な児童の育成を行うため、次の通

り学校の目標とこれを踏まえて育成を目指す資質・能力を設定する。 

◎すべての教育活動において、新型コロナウイルス感染症の影響を 

踏まえ、児童の安全・安心を前提とした教育課程を編成する。 

・よく考える子（問題解決力） 

・なかよくたすけあう子（実践力） 

・つよいからだの子（運動能力） 

・心ゆたかな子（人間形成能力） 

□小中一貫教育に向けて府中第一中学校区 3

校で目指す児童・生徒像を共有し、確かな

学びと育ちの実現に向けた指導連携活動を

推進していく。昨年度の反省を活用し、新

年度の計画を立て実践につなげる。 

□幼稚園、保育園、中学校との連携を計画的

に行い、教育活動の円滑な接続を図る。中

学校との指導観の共有を通して、小・中学

校の指導の系統性と継続性を踏まえた小中

連携教育の充実を図る。当初計画に基づく

系統性を活用していく。 

□地域と連携した校庭芝生管理や地域防災訓

練を通して、学校と地域の協働による、地

域と共に児童を育てる体制の充実を図る。

また、学校支援ボランティアなどを積極的

に活用し、きめ細やかな教育の充実を図る。 

□東京オリンピックの年に創設された「わか

ば鼓笛隊」の歴史を学び、演奏活動を通し

て、伝統を受け継ぎ、豊かな情操と連帯感、

地域貢献意識を育む。 

□スクール・コミュニティ協議会を核に、学

校と地域で協働して、教育活動を推進する。 

 

①校内研究では、算数科・理科を教科の軸として、各教科における見方・考え方を

働かせて、主体的に学ぶ資質・能力を育成する研究に取り組む。 

②年間を通して、学校や地域に対する一体感や誇りをもつような諸活動を計画的に

実施する。また、異年齢を集団活動で、互いに認め合いよさを伸ばす、共に学び

合う場を設定し、自己肯定感や自己有用感が高まるようにする。それらの活動を

通して、実践力を身につけるようにする。 

③体を動かす喜びを実感し、運動の日常化を図るために、校庭芝生化のよさを生か

した体育授業の改善・充実や体育部を中心に運動の系統性や日常化を意識させて

いく。 

府中第二小学校 人間性豊かで、主体的に学ぶ意欲をもち、心身ともに健康でたくまし

く生きていく児童を育成する。  

◎よく考え 進んでやる子（自ら学ぶ意欲をもち、自ら課題を見付け

考え、正しく判断し実践できる子を育てる。）「実践力」 

○心豊かで 思いやりのある子（自らの感じ方、考え方を大切にし、

伸ばすとともに、他の良さを認め、仲良く協力できる子を育てる。）

「人間関係形成力」 

○明るく元気で ねばり強い子（健康で明るく、よい生活習慣を身に

付け、目標に向かって努力し、最後までやりぬく子を育てる。）「挑

戦力」 

□小中連携教育を推進し、学習に取り組む心

構えや態度について共通に指導し、浅間中

学校区で共通性をもたせた学習規律による

指導を徹底する。「学び」と「育ち」を意識

した系統的・継続的なカリキュラムを作成

して指導を進め、授業改善や指導内容の充

実を行い、指導と評価の一体化を図る。 

□若松小、浅間中との同日、時間差引き渡し

訓練を計画し、実際の想定に即した合同訓

練を行う。 

 

□二小スクール・コミュニティ協議会及び地

域コーディネーターと連携し、コーディネ

ーターと教員が協働体制を構築して、児童

のきめ細やかな教育の充実を図る。また、

地域の方々と共に「未来へつなぐ府中２０

２０レガシー」を推進し、郷土に根付いた

教育活動を展開することで、地域の自然や

歴史、日本の伝統文化を理解し、郷土を愛

する心を育てる。 

□地域と連携した校庭芝生管理や地域防災訓

練を通して、地域との協働体制の充実を図

る。 

①すべての教科で、ユニバーサルデザインの視点や ICT 機器の活用を取り入れ、児

童にとって、「分かる・できる」の授業を行い、基礎的・基本的な内容の定着を図

る。また、各教科等で課題を追究するために、資料を読む読書活動を位置付ける

など探究的な学習の充実を図るとともに、主体的に学ぶ児童の資質・能力を育成

する。 

②年間を通して集団登校を行い、異年齢集団における関わりを通して、豊かな人間

関係を築き、交通安全・防犯・防災などへの安全な対応について体験的に学ぶ機

会とする。 

③本校の課題である持久力を高める体育指導法の工夫・改善を図り、長縄や持久走

等の全校体制での体力向上の取組を通して、児童の体力向上を目指す。また、家

庭と連携し、運動習慣の確立を目指す。 

府中第二小学校

仲よし学級 

豊かな心と自ら考えて行動する力を育て、自立心のある児童を育成す

る。 

○自立に必要な知識、技能、態度、習慣を身に付け、自分のことは自

分でしようとするとともに、必要な援助を求めることのできる児童

を育成する。 

○友達のよさを認め、共に助け合い、協力し合って学習に参加する児

童を育成する。 

○最後まであきらめずに学習や運動に取り組む児童を育成する。 

□通常の学級との交流及び共同学習を児童の

発達の状況に応じて設定し、校内特別支援

部において情報交換や調整をする。また、

小・中連携教育を推進し、義務教育９年間

にわたる「学び」と「育ち」の継続的な指

導を進める。 

 

□保護者と連携して読み聞かせ活動に取り組

み、本に親しむ環境を整え、日常の読書活

動の活性化を図っていくとともに、学校図

書館の積極的な活用を進めていく。 

□各家庭や関係諸機関との連携を密にし、健

康で安全な生活ができるように努める。 

①主体的・対話的で深い学びの実現に向け、生活に結び付いた実際的で具体的な内

容を取り入れるとともに、教科等横断的な視点に立ち、意図的に指導内容を関連

付けるようにしていく。また、その学習効果を図るためのカリキュラムマネジメ

ントを推進していく。 

②基本的な生活習慣の確立を図り、自分のことは自分でしようとする児童を育てる。 

③健康安全の保持増進に努め、運動機能の向上と食に関する指導の充実を図り、心

身の健康に関する知識・技能を育成し、自ら意思決定・行動選択する力の基礎を

養う。 
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学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第三小学校 人権を尊重する意識と行動が求められるグローバル化する社会にお

いて、「生きる力」を身に付けた人間性豊かな児童を育成するため、

次のとおり、学校の教育目標と、これを踏まえて育成を目指す資質・

能力を設定する。 

〇すすんで学ぶ子 深く考え、学ぶ喜びを味わうことのできる児童：

「問題発見・解決力」 

〇思いやりのある子 相手のことを考え、心を通わせて支え合うこと

のできる児童：「人間関係形成・調整力」 

〇ねばり強い子 最後までやり通し、責任を果たすことのできる児童 

「新たな価値を生み出す豊かな創造性」 

〇健康な子 運動に親しみ、健やかな心を身に付けた児童：「豊かな

スポーツライフを実現する力」 

□義務教育９年間を見通し、児童が「生きる

力」を身に付けるために、人格形成の基盤

をバランスよく育成する。 

□近隣の幼稚園・保育園、隣接している東京

農工大学実習田での稲作体験等を通し、体

験活動を充実させ、自ら課題をもち、探求

的に解決しようとする態度を育てる。 

□年３回の府中第四中学校との小中連携、本

宿小学校との連携を意識しながら、教育活

動や研究活動を意図的・計画的に協働して

行う。またその成果を検証しながら充実さ

せていく。 

□地域の歴史や伝統文化、環境、防犯対策等

を探索してふるさと府中に誇りをもち、よ

りよく生きようとする力を培う。 

□「郷土府中に根ざした道徳資料集」や「地

域の伝統文化とのかかわり」等の学習を通

して、ふるさと学習の充実を図るとともに、

郷土府中を愛する心を培う。 

□保護者・地域・青少年対策委員会・関係機

関と連携を図りながら、生活安全や交通安

全、災害安全など安全教育の充実を図り安

全で安心な学校環境を整える。 

□基本的生活習慣の定着を図るために、家庭

への正しい生活習慣の啓発を図るととも

に、家庭との連携を密に図れるよう保健だ

よりや給食だより等を活用する。 

 

①子供が「できた」「分かった」と言える授業を行い、基礎的・基本的な事項の確実

な定着を図る。そのため問題解決を図る授業では、児童が学習のめあてを確認し

自力解決、学び合い、まとめ、振り返りの学習過程による授業を行う。 

②縦割り班活動による異学年集団との交流を実施して、上学年児童のリーダーとし

ての意識や下学年児童への思いやりの気持ちを醸成し、自己有用感を持たせる指

導を展開する。 

③本校の課題である投力（体力テストの結果から）を高める体育指導法の工夫・改

善を図児童の運動能力の向上や生涯にわたりスポーツに親しむ精神を育むために

投力・握力の向上に努め、日常化を図る。体力・運動能力調査の結果を分析し、

体力の向上を図る。休み時間や放課後に自分の遊びに繋げられることを意識した

学習カードを工夫したり、用具を工夫したりした授業づくりを学年で行う。運動

を好きにさせるため、楽しく感じさせるリズム準備運動を取り入れた運動感覚づ

くりや、各学年の実態に合わせて場の設定の工夫を行う。 

府中第四小学校 人間尊重の精神を基調に、心身ともに健康で人間性に富み、自主性と

実践力のある「みずからきりひらくたまっ子」を育成する。 

○たくましい子 

（心と身体の健康づくりに粘り強く取り組み、最後までやりとげる子

供：「実践力」） 

◎まっすぐな子 

（自ら学び、自ら考え、正しく判断し、表現することができる子供：

「問題解決力」） 

○こころあたたかい子 

（互いに尊重し合い、思いやりの心と協力する心をもって、よりよい

集団を築こうとする子供：「人間関係形成力」） 

 

□府中第六中学校区の府中第六中学校・小柳

小学校・南白糸台小学校と共に目指す児童・

生徒像の共有化を図り、９年間の「学び」

と「育ち」の系統性、継続性のある教育活

動を推進し、「学び」と「育ち」の視点から、

行動目標を設定して取り組む。 

ア「学び」の視点 

・「毎日の宿題」と「学習マラソン」（６年生）

を推進し、学習習慣の定着を図る。 

・「キャリアパスポート」や「カリキュラム接

続シート」を活用し、各教科の教科連携を

図る。 

・ＴＴによる授業の実施と教科指導連携を行

い、９年間を見通したカリキュラム編成を

目指す。 

イ「育ち」の視点 

・小学校で行うあいさつ運動への中学生の参

加とあいさつの励行を行い、礼儀正しい態

度と温かい人間関係を育む。・地域清掃ボラ

ンティアへの小中学生の参加を促し、地域

社会に貢献できる児童生徒を育てる。 

・中学校の部活動体験への参加や、府中第六

中学校区の児童会と生徒会との交流等を通

して中学校生活への意欲と関心を高める。 

 

□保護者、地域、スクールコミュニティ協議

会による学校関係者評価や自己評価等によ

り効果的な学校評価を行い、教育活動や学

校運営の改善に生かすとともに、学校便り

や学校配信メール、ホームページ等で保護

者や地域へ情報提供を行い、開かれた学校

づくりを進める。 

□地域や保護者と連携した地域安全マップ作

りを実施し、児童の防犯・防災の意識を高

めるとともに、学校と地域・保護者の連携

を深め、スクールコミュニティとして地域

と学校の双方向と活性化を図る。 

□地域や保護者と連携し、野菜やイネの栽培

等の体験活動や、食育を中心とした健康教

育を推進し、教科等との関連の中で創意工

夫を生かした教育活動を充実させる。 

①授業におけるねらいの焦点化及び新しい生活様式に即した学習活動の精選によ

り、効率的な学習を実現するとともに、これまでの教育実践とＩＣＴのベストミ

ックスを図ることによる「主体的・対話的で深い学び」を中心とした授業の実現

を図る。 

 学力調査を基に自校の「強み」と「弱み」を分析し年間指導計画や授業改善推進

プランを活用し、問題解決的・体験的な学習活動、言語活動を充実させ、基礎・

基本の定着を図るとともに知識・技能の活用能力の向上を図る。 

 東京ベーシックドリル、府中市 e ライブラリアドバンス等の学習コンテンツの活

用やモジュールの時間や家庭学習と連携した計画的な反復練習の充実を図り、基

礎学力を定着させる。 

②府中第四小学校の学校文化を醸成し、全校児童の憧れと誇りとなる「府中四小ハ

ーモニーブリーズ・ジャズオーケストラ」の活動を推進する。 

 家庭や地域、関係諸機関と連携したセーフティ教室を実施する。避難訓練や地域・

保護者と連携した防災訓練を通して、自分の命は自分で守る意識を徹底させ、自

然災害や犯罪に直面したときに、適切に対応できる児童を育てる。また「防災ノ

ート～災害と安全～」及び「東京・マイタイムライン」、「府中市防災ハンドブッ

ク」等を活用し、災害発生時に適切な行動ができる能力を養う。 

③四小体操、ボール体操を本校の伝統ある体育的活動と捉えて、体育学習に位置付

けて取り組む。また、体力診断テストの結果を活用し、学校、学年、学級で運動

の日常化に取り組み、家庭と連携して体力・運動能力の向上を図る。 

 

府中第四小学校

仲よし学級 

人間尊重の精神を基調に、心身ともに健康で人間性に富み、自主性と

実践力のある「みずからきりひらくたまっ子」を育成する。 

○たくましい子 

心と身体の健康づくりに粘り強く取り組み、最後までやりとげる子

供：「実践力」） 

◎まっすぐな子 

（自ら学び、自ら考え、正しく判断し、表現することができる子供 

「問題解決力」） 

○こころあたたかい子 

（互いに尊重し合い、思いやりの心と協力する心をもって、よりよい

集団を築こうとする子供：「人間関係形成力」） 

 

 

 

 

□府中第二中学校・小柳小学校の特別支援学

級と共に、９年間の「学び」と「育ち」の

系統性、継続性のある教育活動を推進する。 

 

□家庭と連携をし、自己の健康や安全につい

て共通理解を図り、協力して生活指導の充

実に取り組む。 

□児童の実態に応じて適切な進路選択ができ

るよう、家庭・関係諸機関との連携を図る。 

□児童一人一人の障害やその実態について正

しい認識と理解を全教職員が共有し、家庭

とも連携して指導を図る。 

 

①学級集団を基本としながら、児童の実態と学習内容により全体・学年・課題別等

グループを編制し、複数担任による個に応じた効果的な指導を行う。 

②家庭や地域、関係諸機関と連携したセーフティ教室を実施する。避難訓練や地域・

保護者と連携した防災訓練を通して、自分の命は自分で守る意識を徹底させ、自

然災害や犯罪に直面したときに、適切に対応できる児童を育てる。 

③「新しい生活様式」を基盤として、健康・安全教育の充実を目指し、児童の生命・

安全に対する意識を高める。四小体操・ボール体操を本校の伝統ある体育的活動

として取り組み、マラソン大会に向けて継続的に持久走に取り組むことで体力向

上を図る。 

 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第五小学校 平和を愛し、積極的に文化的な社会・国家の進展に寄与できる調和の

とれた人格の育成を目指して、次の目標と、これを踏まえて育成を目

指す資質・能力を設定する。 

○健康で明るく（明るく健全な心と体をつくる。）「実践力」 

○だれとも仲よく（思いやりをもってすすんで協力する。）「人間関係

形成力」 

○自分から努力する（目標に向かって全力で実行する。）「問題解決力」 

□幼保小中間の円滑な接続を推進し、学校生

活へのよりよい適応を図る。特に、府中第

十中学校とは、９年間で育成すべき力を共

有し、カリキュラム・マネジメントの視点

から教科・領域間での接続に重点をおき、

確かな「学び」と「育ち」を実現する。 

 

□家庭と連携を図りながら望ましい生活習慣

を確立し、健全な生活を実践する力を育む

とともに、地域運営学校として地域コーデ

ィネーター及び「五小スクールサポーター」

との連携を図り、地域の人材や教育資源、

知的・文化的環境を積極的に活用する。 

①授業や教育環境にユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、「個別最適な学び」

を目指して児童が「分かった」「できた」を実感できる授業を重視し、学習意欲の

向上を図るとともに、家庭との緊密な連携のもと、望ましい家庭学習の習慣の確

立に努める。 

②「五小スタンダード」を活用し、全校共通の指導体制の整備・充実を図り、児童

に基本的生活習慣を定着させ、健康で明るく、規律ある学校生活の充実を図る。 

③ロング昼休み・なわとび旬間・持久走旬間・「ふちゅうロープチャレンジ」等の実

施を継続的に取り入れる。また、養護教諭・給食センターと連携し、食育及び保

健の指導を計画的に行い、生活習慣の意識を高めるとともに、学校保健委員会等

を通して、家庭と連携して運動の日常化を図る。 

府中第五小学校

仲よし学級 

学校の教育目標を受けて、知的障害のある児童に対し一人一人の自立

を目指して、次の目標を設定する。 

○元気で（自分の健康や安全に気を付けて生活する。）「実践力」 

○仲よく（互いに仲よく助け合う。）「人間関係形成力」 

○最後までがんばる（自分のことは自分でする。）「問題解決力」 

□府中第四中学校特別支援学級と連携し、

個々の障害の特性や心身の発達、学力など

の情報を交換し、義務教育の９年間を通じ

て、児童の社会的・職業的自立に向けた確

かな「学び」と「育ち」を実現する。 

□一人一人の障害の特性や心身の発達に応じ

た学校生活支援シート及び個別指導計画を

児童・保護者の願いを基に作成、指導内容

を設定し、個に応じた指導を充実させる。

また、各家庭との連絡を密にし、児童の実

態や課題を共通理解し、協力して指導を行

う。 

①授業や教育環境にユニバーサルデザインの考えを取り入れ、「個別最適な学び」を

目指して児童が興味・関心をもって取り組んで「分かった」「できた」を実感でき

る授業内容を工夫し、すすんで学ぼう、最後まで取り組もうとする学習意欲を育

てる。 

②学校生活全体を通して、自己コントロールの力や身辺処理の力を高めるとともに、

健全な生活を送るための基礎的能力を育てる。 

③健康安全の保持増進に努め、運動機能の向上と食に関する指導の充実を図り、心

身の健康に関する知識・技能を育成し、自ら意思決定・行動選択する力の基礎を

養う。 

 

府中第六小学校 これからの新しい時代、「society5.0」に向けて、人と社会、自然環

境等と協調しながら、このコロナ禍でもたくましく、自律して生きて

いく児童を育成するため、次のとおり、学校の目標と、これを踏まえ

て育成を目指す資質・能力を設定する。 

〇自分で学べる子（生涯にわたって学び続けることができる子）：課

題設定・課題対応力 

〇仲よく助け合う子（誰とでも仲良く協力し、親切にできる子）：人

間関係形成力 

◎たくましい子（課題や困難に立ち向かう強い心と体をもつ子）：や

り抜く力 

○府中第五中学校区における目指す子供像と

育成すべき力を共有し、小・中学校の９年

間の系統性と継続性をもたせて「学び」と

「育ち」の充実を図る。 

○幼・保、小中学校の連続性の中で、児童・

生徒を育てるために、就学支援シート及び

学校生活支援シートを活用し、就学前段階、

進級・進学時の情報交換を丁寧に行うとと

もに、年３回の小中連携の日を含め、定期

的な情報交換の場を設定し、授業規律等の

学習面の指導やあいさつ運動等の生活指導

の共有化を図る。また、不登校予防に向け

た行動連携を図る。 

 

○家庭・地域との連携を密にし、豊かな生活

体験、社会体験の機会を積極的に活用する。 

○不登校の未然防止、早期解決のため、家庭

やスクールカウンセラー、民生児童委員な

どの外部人材、関係諸機関と密に連携を取

り、組織的に対応できる強固な体制を確立

する。 

○課題の解決に必要な知識及び技能、思考力、

判断力、表現力などを身に付けるようにす

るとともに積極的に社会に参画しようとす

る態度を養う。保護者や地域との連携を深

め、特色ある学習活動の充実を図る。 

①六小コミュニティ・スクールとして、6 年生のキャリア教育、漢字検定、算数検

定、防災キャンプ、地域懇談会など地域の教育力を有効に活用した教育活動を充

実させる。漢字検定と算数検定を平日の放課後に２年生以上の希望者で実施する。

家庭学習の充実、学力定着を確実にする機会とする。 

②高学年児童のリーダー性を高め、異年齢集団での望ましい人間関係を育てるため

に、定期的なたてわり班活動で「ラララコンサート」「昔あそび」「地域清掃活動」

を行う。 

③体力調査の結果を活用し、体づくり運動や体育授業の改善に取り組み、自己の体

力や運動能力の向上を図る。その一環として、「ふちゅうロープチャレンジ」に取

り組む。 

府中第七小学校 人間性豊かな心情をもち、平和な国家の形成者として、２１世紀の国

際社会に主体的に生きる意欲をもち、知・徳・体の調和のとれた児童

の育成を目指し、次の目標を設定し、家庭・地域との緊密な連携の下、

教育を推進する。 

〇つよく（丈夫な体と強い意志をもち、責任をもって最後までやり遂

げる力：「行動力」） 

〇ただしく（基礎学力を身に付け、真理と正義を愛し、主体的に考え、

判断し、すすんで創造的に行動する力：「問題解決力」） 

〇あたたかく（自他の人格を尊重し、豊かな心情をもって共に生きる

ことのできる力：「人間関係形成力」） 

□年間３回の小中連携の日を中心とし、主体

的・対話的で深い学びを実現するための計

画的な指導を目指し、府中第七中学校区の

３校で連携し、共通性のある学習規律等に

よる指導を徹底する。 

□府中第七中学校区での連携を生かした「元

気アップチャレンジ週間」「ノーメディアデ

ー」等、健康づくりの取組を継続・充実を

図る。また、府中第七中学校区での共通の

取組である中学生との挨拶運動を実施する

等、小中連携、一貫教育の具体的な取組を

推進していく。 

 

□「七小の七つの宝」を大切にし、「地域とと

もにある学校づくり」のために、地域コー

ディネーターを中心としたスクール・コミ

ュニティ協議会の一層の充実を図る。特に

地域防災の観点から「七小防災会議」を中

心として、学校と地域が協働的に関わるこ

とのできる関係作りを推進する。 

□地域のスポーツ行事や音楽会行事への取組

を通して個性の伸長を図り、自主的・実践

的な態度を育てるとともに、積極的に参加

することにより、地域との交流を図る。 

①指導計画及び「七小授業スタンダード」を基に、教材研究に励み「分かる・でき

る」授業を実施する。全校児童を対象にした「詩の暗唱」の取組を継続し、児童

の言語環境の充実を図る。年間３回の読書指導週間を実施し、年間指導計画に基

づき、学校司書と連携しながら読書や読み聞かせ、調べ学習の充実を図り、読書

習慣が確立できるようにする。 

②「あいさつ運動」「呼名・言葉遣い」「たてわり班活動」等を中心に、「思いやりの

心」を育む学年・学級経営の充実を図る。また、児童の自尊感情や自己肯定感、

自己有用感を育むために、当番活動の充実や「ありがとうの木」等の取組により

一人一人のよさを見付け、褒め・励ます。 

③全国体力・運動能力、運動習慣等調査における、本校の実態に即した「パワフル

７」や「運動の取組（マラソン、長なわ跳び、短なわ跳び）」、望ましい生活習慣

の定着に向けた「元気アップチャレンジ週間」「ノーメディアデー」等、小・中学

校で連携する継続的・系統的な取組等により健康な体づくりを推進する。 

 

府中第八小学校 人間尊重の精神を基調とし、平和を愛し、広く国際社会において信頼

と尊敬を得られる知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成

を目指す。その実現のために育てたい児童像を次のように掲げる。 

○学び続ける子(課題意識をもち、考え、伝え合い、学び合う子:「問

題解決力」) 

◎仲良く助け合う子(かかわりを大切にする、相手を思いやる子:「人

間関係形成力」) 

○たくましい子(体力を養い、健康的な生活習慣を身に付け維持する

子:「実践力」) 

 

○青少対第九地区として「あいさつ・あんぜ

ん・あとしまつ」を重点項目に据え、学校、

地域、保護者が一体となって、本校と府中

第九中学校の児童・生徒の健全育成に取り

組む。 

○発達段階に応じた勤労観・職業観を育むた

めに、地域人材や教育資源を活用した体験

活動を充実させ、様々な職業に関心を深め

ていけるようにキャリア教育を推進する。 

○地域人材や教育資源を活用し、キャリア教

育の視点から、自ら進んで地域社会に関わ

ろうとする態度を育てる。 

○共生社会の実現に向けて、ＳＤＧｓの取組

を推進するとともに、ボランティアマイン

ドの醸成に取り組む。地域・ＰＴＡと連携

して通学路や公園の清掃活動を行うなど、

地域に貢献する気持ちを育てる。 

①児童の学力調査の結果や日常の学習理解度を的確に把握し、指導と評価の一体化

を進めるとともに、授業改善プランを活用した指導方法及び評価方法の工夫・改

善を図る。 

②人権尊重の精神に基づき、共生社会を目指して思いやりの心を育てるとともに、

基本的な生活習慣の定着を図り、集団生活に必要な規範意識を育てる。 

③「都体力調査結果」等を踏まえて体力向上児童の課題を明らかにし、コロナ禍に

おける授業改善を図るとともに、体育的活動の奨励等、全校体制での体力向上の

取組を一層充実させ運動の日常化を推進する。 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第九小学校 人権尊重の理念を基調とし、心の教育を重視するとともに、確かな学

力を付け、社会の変化に対応できる豊かな人間性と社会性を育む。そ

して、世界の人々に貢献できる誇りある「府中っ子」を育てるため、

次の通り学校の目標と、これを踏まえて育成を目指す資質・能力を設

定する。 

○思いやりのある子…豊かな発想や感性をもち人や自然を大切にす

るとともに、相手の立場を考え、誰とでも仲良く協力する心豊かな

子「人間関係形成力」 

○よく考える子………何のために学ぶのか自らよく考え、学ぶ力を身

に付け、互いに関わり合いながら学ぶことに喜びを感じる子「問題

解決力」 

○やりぬく子…………心身ともに健康で、善悪を判断し、失敗を恐れ

ず、たくましく物事をやりぬくことのできる子「実践力」 

 

□児童生徒一人一人の豊かな心の育成並びに

学力向上を通して、個性の伸長を図り、夢

や希望の実現に向けて、主体的・協働的に

生きる力の育成を図る。（府中第一中学校

区） 

□小中連携の目標にする「学び」と「育ち」

の実現に向け、府中第一中学校、府中第一

小学校との連携をより一層充実させるとと

もに、学習や生活指導に関する指導連携を

推進する。 

□近隣の府中高等学校・幼稚園・保育所(園)と

組織的に連携し、交流や情報交換を行い、

健全育成を図る。 

 

 

□地域コーディネーターと教員との共働体制

を構築し、地域と家庭、学校が連携し、問

題行動の未然防止や早期解決に努め、児童

の安全を守る。 

□「未来へつなぐ府中２０２０レガシー」の

ふるさと学習では、ふるさと府中歴史館や

郷土の森博物館、地域に残る歴史的遺産を

活用した調べ学習や体験的な学習を通し

て、「府中囃子」など郷土府中の伝統的な行

事、芸能、文化遺産に親しむとともに、そ

の意味や意義について考え、郷土府中への

愛着や誇りを培う。 

①東京ベーシックドリルの活用や、朝学習、放課後の個別指導、学校支援員・学習

ボランティアによる個別指導等により、学び残しやつまずきの解消を図る。 

②学校、家庭、地域が連携してセーフティ教室や合同防災訓練等を実施することで、

防災意識を高めるとともに、児童に自らの身を守る態度を身に付けさせるために

「防災ノート～災害と安全～」を積極的に活用する。 

③体育科の授業では、都の体力テストの結果を分析し、本校児童の体力の実態に沿

って体力向上に向けた取組や各学年の体育科授業の指導に生かすとともに運動の

日常化を目指し、休み時間の外遊びを全校で奨励する。また、「なわとび月間」「持

久走月間」を設け、全校体制で縄跳びや持久走に意図的計画的に取り組ませるな

ど、体力向上の取組を一層充実させる。 

府中第九小学校

仲よし学級 

児童一人一人に基礎・基本の力を身に付けさせるとともに、障害理解

教育を推進し、障害のある児童も障害のない児童もたくましく生きる

ことのできる児童を育てる｡ 

○豊かな心をもち、楽しく友達や社会・自然と関わる力を育てる。「人

間関係形成力」 

○よく考え、意欲をもって、互いに関わり合って学習する態度を養う。

「問題解決力」 

○健康・安全・安心を基本とし、善悪の判断ができる規範意識を育て、

自立して生活できる力を育てる。「実践力」 

□児童一人一人の能力や適正に配慮し、社会

適応・社会的自立を目指す態度を育てる。 

□保護者と十分な意見交換をしながら連携を

図り、実態に応じた適切な進路指導を行う。 

□キャリア教育の一環として、中学校との交

流を通して将来の見通しをもったり、学級

の係活動行ったりすることで、自分の役割

を果たそうとする意欲や態度を育てる。ま

た施設見学等を通して、様々な職業に興味

をもたせる。 

□家庭と連携をとりながら生活のリズムや基

本的な生活習慣を身に付け、身辺自立の確

立を図る｡ 

□連絡帳・学級通信・保護者会・面談等によ

り、家庭との連携を密にする。 

□医療や福祉などの外部諸機関との連携を図

り、個の教育的ニーズに応じた支援を行う。 

□生活指導部と連携し、特別支援教育の理解･

啓発に関する講演会や学習会を行い、共通

理解を図る。 

 

①一人一人の発達段階に即して、基礎的・基本的事項を繰り返し指導する。日常生

活に結び付いた学習を指導し、社会生活への発展を図る。個々の発達段階に応じ

た基礎・基本の学力定着及び向上を図るとともに、思考力・表現力を育成する。 

②各教科との連携を図り、コンピュータやインターネット等 ICT の基本的な操作

や、情報モラルを適切に活用できるように指導を充実させる。 

③オリンピック・パラリンピックレガシーを通して、アスリートを招いた授業に参

加したり年間を通して縄跳びを実施したりして運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てる。 

 

府中第十小学校 児童一人一人のもてる力を伸ばし、個性豊かに世界に活躍する“府中

っ子”を育てるために、次の目標の達成に努める。 

・あかるく健康な子ども  ：「心身の健康・実践力」 

・仲よく助けあう子ども  ：「自己理解・他者理解力」 

・すすんで学習する子ども ：「問題発見・解決力」 

 

□学習指導及び生活指導に関する小中連携教

育を推進するために、府中第二中学校、白

糸台小学校との連携を一層深め、指導の共

通性をもたせ、９年間を見通したカリキュ

ラムの作成・実施に取り組む。特に発達段

階に応じた指導方法について、共通理解・

共通実践を進める。 

 

□保護者・地域・学校が一体となり、児童の

学びと育ちを共に考え支えることを通し

て、思いやりや規範意識、社会の一員とし

ての自覚、自ら学び考え行動する力等を育

む。 

□スクール・コミュニティ協議会を中心とし

た地域、ＰＴＡ本部役員を中心とした保護

者、府中第二中学校区の小・中学校と連携

し、登下校時の見守りやパトロール、不審

者対応、挨拶運動などを通して、児童の健

全育成を推進し、地域の一員としての意識

を高める。 

 

①？（疑問）や！（驚き）と出会わせ、児童のつぶやきを効果的に拾って学習問題

や学習計画を立て、追究していく、十小型の問題解決的学習を通して、主体的・

対話的で深い学びを目指す。 

②家庭と連携を図り、望ましい生活習慣の形成を推進するとともに、自己の健康を    

考え健全な生活を実践する力を育む。食に関する指導においては、食物アレルギ

ーへの知識を深めさせる指導を確実に行う。また、運動の日常化を図るために、

家庭と連携し、運動習慣の確立に向けた取組を推進する。 

③問題解決的な体育学習の実践を通し、自分の体や心の動きを見つめ直し、自己調 

整できるようにする。 

 

武蔵台小学校 子どもの思いや願いが開花する学校を目指して、知・徳・体の調和の

とれた子ども、すなわち、子ども自身が何をなすべきかを考え、考え

たことを自分の言葉で伝え、自他を尊重し行動できるたくましい武小

っ子を育成する。そのために、次の子ども像を掲げる。 

◎よく考える子ども(自ら課題を見つけ、深く考え、判断し、解決する

子ども：「問題解決力」) 

○思いやりのある子ども(豊かな情操と瑞々しい感性をもち、互いを

大切にする子ども：「人間関係形成力」) 

○じょうぶな子ども(健康で明るく、自らめあてをもって努力する子

ども：「実践力」) 

□府中第七中学校・府中第七小学校との小中

連携の日を年３回設定し、学習や生活の情

報等を共有して一貫した指導に努め、進路

や進学についての期待と意欲を高める。 

□ネット犯罪の加害者や被害者にならないた

めの知識やインターネット等の適切な使用

方法を身に付ける情報モラル教育を、「ＳＮ

Ｓ府中ルール」を活用して府中第七中学校

及び家庭と連携して行う。 

□子どもが共生社会の中で健やかに成長する

ように、学校・家庭・地域の役割と責任を

明確にして協働による教育を一層推進す

る。そのために、スクール・コミュニティ

協議会を中心に情報を共有し、相互の教育

力を生かし、持続可能な社会づくりに関わ

る「未来へつなぐ府中２０２０レガシー」

の推進に努める。 

 

①全学年で、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を実施する。子

どもを主体とした学習過程を行い、「分かる・できる」喜びや学ぶことの楽しさを

実感させたり、「協働的な学び」の充実を図ったりすることで、学力の向上を図る。 

また、学習の基礎・基本の確立のため、週１回実施の朝の学習や月１回実施の放課

後チャレンジ、家庭学習等において、「東京ベーシックドリル」や「e ライブラリ」

を繰り返し活用し、一人一人の学習状況に応じた「個別最適な学び」を推進する。 

②セーフティ教室や地域安全連絡会（教育を語る会）の実施により、家庭、地域及

び関係諸機関との連携を密にし、地域全体で子どもの健全育成に努める。 

③「体力向上ハンドブック」等を活用し、「１校１取組」を実施し、年間を通して計

画的に体力向上に向けた指導の充実を図る。また、体力調査結果を分析し、投力、

持久力、跳躍力等の課題解決に向けた運動に親しめる場の整備などの全校的な取

組を行う。 

 

住吉小学校 ◎やさしく：人間関係形成力…相手を認め、誰とでも力を合わせられ

る力 

〇かしこく：問題解決力…自ら問題を発見し、解決する力 

〇たくましく：実践力…困難に立ち向かう強いからだと行動力 

 

□府中第八中学校区で目指す子供像と育成す

べき力を共有し、「学び」の系統性と「育ち」

の継続性の視点から、学習及び指導内容を

整理した具体的なカリキュラムを作成・実

施する。府中第八中学校区各校の特色を生

かし、各校での実践を積み上げ、それを共

□スクール・コミュニティ協議会及び地域コ

ーディネーターを活用し、家庭や地域と連

携した地域協働の教育活動を推進する。そ

のため、府中第八中学校区の学校や青少年

対策委員会との連携を図り、双方向から教

育活動の活性化を進める。また、ふるさと

①基礎的・基本的な学力の定着を図るため、東京ベーシックドリルを活用した繰り

返し学習の充実を図る。また、家庭学習などでは e ライブラリアドバンスの学習

コンテンツの活用を行ったり、授業では能力・習熟度に応じた少人数指導、学校

支援員によるティームティーチングなど個に応じた指導をしたりする。 

②学級活動や児童会活動・クラブ活動・学校行事・縦割り班活動などの集団活動を

通して、豊かな人間関係を築く力や社会性を育成し、よりよい生活と望ましい集



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

有し高め合うことで、英語、道徳、プログ

ラミング教育などの充実を図る。また、地

域の特性を生かした体験的な活動や探究的

な学習を取り入れたふるさと学習を推進す

る。 

 

学習の一環として、地域の人々の生き方に

学ぶ体験的な教育を実現させ、子供たちに

地域を愛するふるさと意識を醸成するとと

もに、地域に対して自分たちができること

を考え、実践していく力を付けさせる。さ

らに、「地域懇談会（教育を語る会）」等を

通し、育てるべき子供像（教育目標）を学

校と地域が共有しながら教育を進め、学校

評価を適切に行い地域に開かれた教育課程

への改善に努める。 

団活動の素地を培う。 

③体力テストの結果をもとにした体育の年間指導計画の見直しや授業改善を行う。

また、体育行事委員会を中心に、縄跳び旬間、持久走旬間など、年間を通して全校

体制での体力向上の取り組みを一層充実させる。さらに、家庭と連携し、規則的な

運動習慣の確立に向けた取り組みを推進し運動の日常化・体力の向上を図る。 

新町小学校 自分の良さや他者との協働を通して豊かな人生を切り拓き、持続可能

な社会の作り手となる児童を育成する。 

○よく考えて伸びる子（基礎事項の習熟や主体的・対話的で深い学び

を通して、生きて働く知識や技能、思考力や判断力などを習得し、

確かな学力を身に付ける児童…問題解決力） 

○思いやりをもって伸びる子（体験的な活動を通して、思いやりの心

をもった豊かな心を醸成し、自己や他者を大切にし、みんなと仲良

くする児童…人間関係形成力） 

○体をきたえて伸びる子（健全な身体と規律ある生活を通して健康で

明るく、目標をもってすすんで行動する児童…実践力） 

 

□府中第五中学校区での「学び・育ち」の視

点から、９年間を見通した指導計画に基づ

いた授業を展開する。 

□保幼・小学校、小・中学校間での教育課程

の共通理解や児童の学校内での生活状況の

伝達等、連携を密にし、児童一人一人に応

じたきめ細かな指導を進める。 

□中学校との連携を密にし、授業体験活動や

部活動体験、キャリアパスポート等、児童

の情報共有を進めることで、中学校への円

滑な接続を図る。 

□学校運営の状況について学校関係者評価や

外部評価を実施して、PDCA サイクルによ

る学校改善に取り組み、保護者や地域から

信頼される学校運営を行う。 

□地域の恵まれた人材や伝統文化を有効活用

し、キャリア教育や日本の伝統・文化につ

いての体験的学習を実践する中で、自らの

生き方や自分の夢、ふるさと府中について

考え、郷土を愛する児童の育成に取り組む。 

①年間指導計画の中心に生活科と総合的な学習の時間を位置付け、教科横断的な視

点にたち、基礎的・基本的な知識と技能の定着と自ら問題を解決しようとする能

力の育成を図る。言語活動や学習環境を充実させ個性や能力に応じた指導を徹底

する。 

②豊かな心の育成のため、児童同士の関わりの中で、思いやりの心・人間関係力・

コミュニケーション力等を育てる。また、動植物との触れ合いを通した命の尊さ

や共に生きる素晴らしさを感得させる。 

③家庭と連携して望ましい生活習慣を身に付けさせ、自己の健全な生活を実践する

力を育む。さらに、すすんで運動する環境を整え、体力の向上を進める。食育を

推進し健康で安全な生活を送るため、給食センターとの連携や地元農家との交流

で食物の大切さを学ぶとともに、食物アレルギーに関する理解を深めるための指

導を推進する。 

 

本宿小学校 心身ともに健康で、知性と感性に富み、自ら学ぶ実践力をもつ人間性

豊かな児童「輝きのある子」の育成するため、次のとおり、学校の目

標とこれを踏まえて育成を目指す資質・能力を設定する。 

○やりぬく（自分の考えをもち、やりぬく子ども：問題解決力）                                     

○仲良く（豊かな心をもち、仲良く助け合う子ども：人間関係形成力）                              

○きたえる（健康安全に気を付け、身体をきたえる子ども：実践力） 

 

□府中第八中学校区内の各校と連携を進展さ

せ、互恵的な児童・生徒交流及び相互の授

業協力等の取組を行い、学びと育ちの両面

から、義務教育９年間を見通した教育の基

盤作りを進める。 

□スクール・コミュニティ協議会を軸に、地

域社会・家庭の協力の下、農園活動・稲作

活動・ヤギの飼育・福祉体験・身近な環境

問題についての取組や、奉仕的活動等を通

して、地域社会の一員としての自覚を育て

るとともに、課題解決の力や豊かな心を育

む。 

①校内研究で得られた成果を基に、児童の深い学びの実現、そして充実を図るため

に効果的に ICT を活用する授業の推進により教育活動を充実・発展させる。授業

では児童全員が主体的に参加し、より効果的に ICT を活用しながら互いに学び合

い、深め合う授業改善の取組を通して、児童に生きて働く知識・技能を習得させ、

未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力を育成し、学びを人生や社会

に生かそうとする学びに向かう力や人間性等の涵養を図る。 

②授業や行事において異学年交流や縦割り活動を充実させ、他者との望ましい人間

関係づくりや自他を尊重する態度を身に付けさせるとともに自己有用感を育み自

己肯定感の向上につなげる。 

③生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育むことを目標に、運動の日常化に向

けた学習活動を推進し、年間を通して運動に取り組ませ、児童の体力の向上や健

康の保持・増進を図る。 

 

白糸台小学校 人間尊重の精神を基調とし、平和を愛し、広く国際社会において信頼

と尊敬が得られる知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成

するため、次のとおり、学校の目標と、これを踏まえて育成を目指す

資質・能力を設定する。 

○「すすんで学ぶ子」 

児童が自分の考えをもち、学び合う(学力アップ) ：問題解決力 

○「助け合う子」 

児童が互いのよさを認め合い、高め合う(人間力アップ) ：人間関係形

成力 

○「たくましい子」 

児童が健康で安全に生活する(体力アップ)：実践力 

 

○府中第二中学校、府中第十小学校との連携

を密にし、義務教育９年間を見据えた指導

の在り方を研究・実践する。また、小中一

貫したあいさつ運動、中学生の学習・行事

ボランティア等、健全育成に向けた活動を

充実させる 

○小・中連携の日、授業研究会等を実施し、

府中第二中学校との連携を深め、意図的な

計画のもとに、効果的な進路指導の充実を

図る 

○近隣の幼稚園・保育所、高齢者施設、芸術

家、地域との交流・連携を深め人との関わ

りを重視し、地域ぐるみの教育を推進し、

地域に根ざした特色ある学校づくりを展開

する。 

○地域コーディネーターと教員が協働体制を

構築し、郷土の森や掩体壕等、地域の歴史

的遺産等を活用し、ふるさと学習を通して

府中の伝統・文化について理解を深め、尊

重する態度を身に付ける。 

○学校公開日に行う避難訓練やセーフティ教

室、不審者対応訓練等の安全教育を計画的

に行う。また、学区域の危険箇所を把握し、

家庭・地域と一体になった対策を講じ安全

教育を推進する。また、地域懇談会や白小

地域防災委員会を開催し、課題解決に向け

協議する。 

①教科横断的な学習を充実させ、主体的・対話的で深い学びの視点から「何を学ぶ

か」だけでなく、「どのように学ぶか」を重視した授業の改善を図る。年間を通し

た朝学習として「東京ベーシック・ドリル」を活用する。朝学習等による反復練

習や学年を超えて立ち戻る指導により基礎・基本の定着を図る。国語科の漢字の

読み書き、算数科の計算等の家庭学習の習慣を付ける。各教科等のねらいを達成

させるため、言語活動を充実させる。学校司書やボランティアと連携して学校図

書館の学習環境を整え、読書活動や探究的な学習をすすめる。 

②たてわり班活動を通して、高学年の自主的・主体的態度を育てるとともに、異学

年との関わりを大切にし、豊かな人間関係を構築する。「あいさつ」「規範意識」

「学習規律」を中心に、全教員の共通理解を図りながら家庭とも連携し、徹底し

た生活指導を継続する。（はい・立つ・です、敬称をつけて呼ぶ）学校いじめ防止

基本方針に基づき、月に１回いじめ対策委員会を開催し、体系的・計画的にいじ

めの未然防止や早期発見・早期対応等、組織的な取組の充実を図る。学校の教育

活動全体を通して、家庭教育力の向上と「早寝・早起き・朝ご飯」の定着を目指

すと共に、望ましい生活習慣の確立と食育の充実に努める。また、食物アレルギ

ー事故防止に対する体制を整える。「SNS 府中ルール」を基本にしながら、これ

からの学びに必要不可欠な ICT を「安心・安全」且つ「自由な学び」に活用でき

る資質を育む教育に取り組む。 

③都体力調査の結果を基に、体育指導の改善・充実を図る。全校体制での体力向上

の取組として、持久走や縄跳びタイム、体育朝会等を行い、運動を日常化する。

さらに、家庭と連携し、規則的な運動習慣の確立に向けた取組を推進する。学校

の教育活動全体を通して、家庭教育力の向上と「早寝・早起き・朝ご飯」の定着



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

を目指すと共に、望ましい生活習慣の確立と食育の充実に努める。また、食物ア

レルギー事故防止に対する体制を整える。 

矢崎小学校 変化の激しい社会の中で、人と社会、自然環境等と主体的にかかわり、

たくましく生きていく児童を育成する。 

◎学び考える子（必要な情報を活用して論理的に考え、主体的に問題

の解決に向けて取り組む児童：「問題解決力」） 

〇思いやる心（友達の良さと自らの良さを認め、人や自然となかよく

共生できる児童：「人間関係形成力」） 

〇明るく元気（心身ともに充実させ、目標に向かって努力し最後まで

やり抜く児童：「実践力」） 

 

□小中連携を基盤として、挨拶や話型、ハン

ドサイン、ノート指導等、矢崎スタンダー

ドに基づく実践に取り組み、小中の円滑な

接続を踏まえた指導内容を充実させる。 

□近隣の保育園、幼稚園、小学校、中学校と

の授業連携や情報交換を密に行い、「学び」

や「育ち」に関して幼児期の教育や中学校

教育と円滑な接続が図られるような教育活

動を実施する。 

 

□「水と緑と文化の矢崎小」をキャッチフレ

ーズとし、多摩川や近隣施設、地域を生か

した体験的な学習活動の充実を図り、自然

や地域を大切にする心を育てるとともに、

地域の方と共に進める農業体験学習を通し

て勤労観を育み、ふるさと府中を愛する心

情を育てる。 

□地域行事への参加や地域の人的・物的教育

資源を活用するにあたり、コーディネータ

ーの機能を活用しながら地域ぐるみの教育

を一層推進し、地域と学校の双方向で活性

化を図る。 

①習熟度別少人数指導、子供たち一人一人の課題に学年を超えて対応した朝学習等

をすることで個別最適な学びの充実を図るとともに、ICT を最大限に活用して児

童一人一人の特性に寄り添う指導を展開することで協働的な学びの充実を図る。 

②「全校遠足」「短なわ跳び集会」「６年生を送る会」など、年間を通してたてわり

班による異学年交流を行うことで、学年を超えて、互いのよさを認め合い尊重し

合う豊かな心情を育てる。また、交通安全教室、セーフティ教室、水害を想定し

た避難訓練等の安全教育を充実させるとともに、「防災ノート～災害と安全～」「東

京マイ・タイムライン」「府中市防災ハンドブック」などを積極的に活用すること

により、児童自らが安全に行動し、社会の安全に貢献できる資質や能力を育成す

る。 

③府中市「体力向上ハンドブック」等を活用するとともに、「体力向上月間」「ふち

ゅうロープチャレンジ」「持久走記録会」を通して体を動かす心地よさを味わわせ

るとともに、学校だより等で家庭でもできる運動例を紹介することで、家庭と連

携して運動する意識や体力を向上させる。また、中学年でタグラグビーを、低学

年でタグを使った宝とり鬼を扱い、「ラグビーのまち」府中として系統的にラグビ

ーに関する資質能力を育む。 

 

若松小学校 一人一人の児童が、自分のよさや可能性を認識するとともに、他者を

価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会

的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手

となることができるよう、基本理念「子どもの『学びたい』をはぐく

み、かなえる若松小」の下進める本校の教育について、目標と、これ

らを踏まえて育成を目指す資質・能力を設定する。 

◎自ら考える子（必要な知識を身に付け、自ら考え、判断し、行動す

る児童）： 知識、自律的活用力、役割認識・遂行力 

○思いやりのある子（自他の違いを認め、相手を尊重できる児童）： 

自他理解、関係形成力 

○たくましい子（目標をもち、課題や困難に立ち向かう強い心と体を

もつ児童）： ＧＲＩＴ 

□幼児教育から小学校教育へ円滑に移行する

ことに資するため、入学後２か月間をスタ

ートカリキュラム実施期間とし、学年の教

員だけでなく学校全体で教科等の指導にあ

たる。新１年生としての学級開きを６月と

するとともに、５月に近隣の幼稚園及び東

保育所をはじめとする保育所と幼児・児童

の実態や指導の在り方などについて理解を

深めるための“保幼小連携会議”を開催す

る。 

□浅間中学校、府中第二小学校と連携した児

童引き渡し訓練、都立府中工業高校と連携

した広域避難訓練を行うなど、安全教育を

中心として実践的な連携教育を推進する 

□若松小コミュニティ・スクールにおいて、

学校評価をコミュニケーション・ツールと

して活用し、地域及び家庭と学校の教育課

題を共有し、“社会に開かれた教育課程”の

実現に努める。 

□府中市障害者福祉課及び府中市社会福祉協

議会、府中市内の障害者団体、各障害者ス

ポーツ協会等と連携し、児童が多様性を受

け入れ、持続可能な社会の創り手となるこ

とができるよう、“未来へつなぐ府中

2020 レガシー”として障害者理解教育を

推進する。 

➀主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して“個別最適な学び”

の充実と“授業のユニバーサルデザイン化”に一体的に取り組み、児童が学習指

導要領に示された内容を確実に習得し、資質・能力を身に付けられるようにする。

また、大学や民間企業と共同研究に係る協定を締結し、協働で学習障害等学習に

困難のある児童のための学習支援について実証的研究を行う。 

②「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」との認識の下、いじめの未

然防止や“学校いじめ防止基本方針”に基づく早期対応に努めるだけでなく、Ｇ

ＩＧＡ端末を活用した定期的なアンケートを実施するなど、すべてのいじめにつ

いて把握できるよう取組の充実を図る。また、児童主体の“絆づくり”と教職員

主体の“居場所づくり”をスローガンに不登校への対応の在り方を見直す。要保

護児童対策地域協議会に属する組織や専門家との情報共有を積極的に行うととも

に、長期欠席児童への対応には、ＧＩＧＡ端末を積極的に活用する。 

③児童の健康の保持・増進に向け、民間企業等と連携して体育科体つくり運動系領

域の授業改善と運動の日常化に取り組むとともに、性に関する教育や食育を充実

する。 

 

小柳小学校 人権尊重の理念に基づき、学校・家庭・地域社会の連携の中で児童の

安全を確保するとともに、個性を重視し、心身ともに健康で、知性、

感性、道徳心や体力を育み、心豊かでたくましく、ふるさと府中を愛

し誇りにもち学び続ける児童の育成を目指し、次の教育目標と、育成

を目指す資質・能力を掲げ、学校教育を推進する。 

〇かしこく … 自ら学び共に考えをつくり上げることのできる子「思

考力・判断力」 

〇やさしい … 自他を尊重できる子「人間関係形成能力」 

〇元気な子 … 心身ともに健康でたくましく、粘り強く頑張る子「実

践力」 

□府中第六中学校区の小中連携を推進し、義

務教育９年間の「学び」と「育ち」の継続

的な指導を進める。 

□課外活動であるブラスバンド部の活動を計

画的に行い、地域の幼稚園・保育園、小・

中学校、高等学校、高齢者施設との連携活

動を活性化させる。 

□不登校について幼保小連携や小中連携を図

り、情報を共有するようにする。 

□学習指導要領の理念に基づき、育成する資

質・能力を職員・地域・保護者とで共通理

解を図る。 

□心豊かでたくましい児童を育成するため

に、府中版コミュニティ・スクールの活動

を推進し、地域・保護者・学校が一体とな

った教育活動を推進する。 

①「学び合い」及び「言語活動の充実」の視点から算数習熟度別・少人数指導など、

各教科の指導法の工夫・改善を行い、学力の定着・充実を図る。また、算数等の

学力向上をねらい、統計グラフコンクールに取り組んでいく。 

②道徳的価値についての理解をもとに、自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・

多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を実践し、道徳性を養

う。また、東部地区スポーツ振興会や青少年対策地区委員会等、関係諸機関と連

携し、児童の健全育成を推進する。 

③運動の日常化を進め、体力向上を図るために全校及び各学級で、すすんで体を鍛

えるような場と機会の拡充を図り、推進していく。本校の児童の実態を基に、「投

げ投げ週間」「縄跳び旬間」「持久走旬間」に計画的に取り組み、家庭との連携を

意識しながら、体力・運動能力の向上を図る取組を行う。 

 

小柳小学校 

仲よし学級 

人権尊重の理念に基づき、学校・家庭・地域社会の連携の中で児童の

安全を確保するとともに、個性を重視し、心身ともに健康で知性、感

性、道徳心や体力を育み、心豊かでたくましく、ふるさと府中を愛し

誇りにもち学び続ける児童の育成を目指し、次の教育目標と、育成を

目指す資質・能力を掲げ、学校教育を推進する。 

〇かしこく … 自ら学び共に考えをつくり上げることのできる子「思

考力・判断力」 

〇やさしい … 自他を尊重できる子「人間関係形成能力」 

〇元気な子 … 心身ともに健康でたくましく、粘り強く頑張る子「実

践力」 

□小中連携教育において進学する中学校と連

携し、個性や能力の一層の伸長を図り、キ

ャリア教育を推進するため、９年間を見通

した教育活動を行う。 

□不登校について幼保小連携や小中連携を図

り、情報を共有する。 

□「小中連携の日」での授業交流や、進路に

関する情報交換などを通して、中学校との

連携を図る。 

□道徳授業地区公開講座などで保護者や地域

との連携を図り、児童の実態と身に付けた

い道徳的価値について共有し、道徳的実践

力を育成する。 

□食育や歯磨き指導、セーフティ教室、交通

安全教室などでの安全指導、防災ノートを

活用した防災に関する指導を積極的に行

う。家庭・地域との連携を通して、健康・

安全を心掛け、自分の身を守る態度を育て

る。 

①個々の児童の障害に応じた指導内容として個別指導を重視するとともに指導形

態、集団構成等を工夫する。また学習規律の確立を図り、基礎学力の定着や認知

力、言語能力と学習意欲の向上を図る。 

②自立活動を、教育活動全般を通して行い、状況変化への対応、他者の意図や感情

について学びながら、集団生活における望ましい関わり方ができるようになって

いくことに重点を置く。また、全ての教育活動における道徳教育と密接な関連を

図り、「善悪の判断」「命の大切さと思いやり」「尊敬と感謝の念をもつ」など、豊

かな人間性を培い道徳教育の充実を図る。 

③年間を通して持久走に取り組み、継続して取り組む力を育てるとともに、体力の

保持増進を図る。 

 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

南白糸台小学校 持続可能な社会の創り手として、共生社会を豊かな創造性と人間性

で、主体的に生き抜く児童を育成するため、次のとおり、学校の目標

と、これを踏まえて育成を目指す資質・能力を設定する。 

・進んで学ぶ子ども（様々な課題を主体的に解決しようとする児童：

「社会参画力」） 

・助け合う子ども（違いを認め合い、みんなと共に生きていこうとす

る児童：「人間関係形成力」）  

・たくましい子ども（なりたい自分に向けてあきらめないで努力する

児童：「自己実現力」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□府中第六中学校区の小・中学校が連携し、

義務教育9年間を見通した教育活動を推進

する。学校行事や地域行事での中学生ボラ

ンティアやあいさつ運動等の実施。 

 

□学校が地域・家庭との連携・協働により「社

会に開かれた教育課程」の実現を目指す中

で、児童の教育活動の充実、地域での健全

育成、地域の活性化とコミュニティ・スク

ールの取組を推進する。 

・地域、保護者と連携した行事：つくって遊

ぼう・森の音楽会等・朝読書や読書旬間、

学校図書ボランティア「ポケット」による

読み聞かせ（低学年毎週、中学年隔週、高

学年月 1 回）を中心とした読書活動 

・各自治会、保護者の協力の下、4 年生の地

域安全点検（マップ作り） 

・4 年生以上の児童を対象にしたウインドア

ンサンブルを部活動とし、高齢者施設への

訪問演奏や青少年音楽祭等の演奏活動 

・「地域懇談会」を実施し、保護者・地域を交

えた意見交換を行い、相互の連携を深めな

がら「心の教育」の推進 

 

①「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図り、ICT を最大限活用

しながら、問題解決的な学習や体験的な学習など、多様な教育方法や内容を工夫

することにより、児童一人一人に応じた個別最適な学びと多様な個性を最大限に

生かす協働的な学びの充実を図る。 

②「あいさつ運動」「ちょボラ運動」「あったか言葉かけ運動」を通して、基本的な

生活習慣を身に付けるとともに、児童がよりよい自分や学級・学校生活、人間関

係をつくる活動を通して、共生社会でよりよく生きる力を育成する。 

③体育科の授業を中心になわとび等の取組を計画的・継続的に行い体力の向上を図

る。また、体力調査結果等を活用し自己の体力への関心を高めると共に、家庭と

連携し運動習慣の確立に努める。 

 

四谷小学校 人間尊重の精神を基盤とし、主体的に学習し、社会の一員としての自

覚をもつとともに、心身ともに健康で自他を肯定的、共感的に理解で

きる子供を育成するため、次のとおり、学校の目標と、これを踏まえ

て育成を目指す資質・能力を設定する。 

○ 学ぶ よろこび   なぜ、どうしたらと考え、思いをめぐらし、

工夫をこらし、目標実現に努力する子供を育てる。「問題解決力」 

○ ふみ出す つよさ  良い生活習慣を身に付け、進んで体を鍛え、

心身ともに健康な子供を育てる。「実践力」 

○ 人への やさしさ  自他の生命や人権を尊重し、生きる喜びや思

いやりに満ちた心豊かな子供を育てる。「人間関係形成力」 

□小中連携教育の一層の充実を図り、府中第

八中学校区スタンダードを基に教員･子供

の相互交流･指導連携を推進することで、中

学校生活に対する意欲や見通しをもたせる

とともに、自らの将来に向けて希望がもて

るようにする。 

□幼稚園や保育園、中学校と連携し、学校段

階間の学びと育ちの円滑な接続を行う。 

 

□府中版コミュニティ・スクールの取組を推

進するとともに、地域の人材を積極的に活

用しながら教育活動を進める。 

□地域コーディネーターの機能を活用し、地

域及び府中第八中学校・住吉小学校・日新

小学校と連携して、防災教育を推進し、子

供の危機管理意識・自ら身を守る能力の向

上を図る。 

①「朝の時間」等を活用し漢字学習に集中して取り組めるようにし、授業の中で主

語、述語、指示語等の振り返りをすることで、言語・文法事項の基礎基本の確実

な定着を図り、読解力の向上を目指す。 

②多摩川と親しむ自然体験活動、近隣農家での農業体験学習、「歴史の小部屋」等の

活用や伝統ある地域行事への参加、特別養護老人ホームとの交流活動を体系的・

系統的に実施し、ふるさと学習を推進することで、地域の自然や文化、人々との

関わりを深めるとともに、地域への愛着を育む。 

③「体力向上ハンドブック」「体力アップ大作戦」等を活用し、「１校１取組」を実

施し、年間を通して計画的に体力向上に向けた指導の充実を図る。また、体力調

査結果を分析し、投力、持久力等の課題解決に向けた全校的な取り組みを行う。

さらに、コオーディネーショントレーニングを継続して行い、体力の向上に取り

組む。「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図り、ICT を最大限

活用しながら、問題解決的な学習や体験的な学習など、多様な教育方法や内容を

工夫することにより、児童一人一人に応じた個別最適な学びと多様な個性を最大

限に生かす協働的な学びの充実を図る 

 

南町小学校 

 

22 世紀を見ることになる児童の育成にあたり令和の学びを推進す

る。次の通り学校の目標と、これを踏まえて育成を目指す資質・能力

を設定する。 

○たくましい子（主体的に学び、体作りをするたくましさ「実践力」） 

全教育活動で、学習の基盤となる言語能力と情報活用能力の定着を

図る。 

○思いやりのある子（自分も人も大切にするやさしさ「人間関係形成

力」） 

集団活動を日常的に重視し、児童一人一人が自己の役割を自覚した

体験活動を積み重ねる中で、互いを尊重し合ったり、高め合ったり

する教育活動を充実させる。 

○努力する子（協働して課題に取り組むチャレンジ精神「問題解決

力」） 

教科等の学習や生活の場における具体的な課題解決の積み重ねに

より、「今何をするべきか」「これからどう生きていくか」という、

正しい判断と行動ができるようにする。 

 

 

□近隣の幼稚園・保育園・小学校・中学校と

定期的に情報交換し円滑に繋がるようにす

る。 

□幼稚園保育園との教員同士の交流を図り、

小学校生活が円滑にスタートできるように

する。 

□補習や部活の実技練習を通した児童・生徒

同士の交流を図り、中学校生活が円滑にス

タートできるようにする。 

□異学年集団活動や特別支援学級と通常級の

交流活動、幼稚園や保育園と小学校、小学

校と中学校間の交流を推進する。 

□府中第三中学校区の学校間連携の充実を図

る。生活指導員が各校を巡回し、教育相談

などの組織や機能を生かすとともに、生活

指導部を中心に組織的に対応し、問題の早

期解決を目指す。 

□府中第三中学校区の３つの小中学校で授業

公開や協議会等を行い共通の生活規律を守

るようにする。 

□本校の生活重点目標「あいさつ・右側通行・

整理整頓・ことばづかい」を、府中第三中

学校の「みそあじじ」につなぐ。（○みだし

□ICT を効果的に用い、学級・学年・学校間・

地域間の交流を通し、情報活用能力を高め

る。 

□地域の人、もの、ことを学習材として活用

し、学びの過程を成果物としてアーカイブ

化する。 

□地域と連携した防災教育を通して、児童の

地域の一員としての自覚を深める。 

□南町小のルール一覧「よくわかる南町小」

を基に、学校と家庭で連携して、南町小の

ルールの徹底を図る。 

□特別支援教育コーディネーターを中心とし

た校内委員会を充実させ、関係諸機関や家

庭と連携した組織的な指導を推進する。 

①ICT を効果的に用い、学級・学年・学校間・地域間の交流を通し、情報活用能力

を高める。日々の授業内で算数少人数指導、学習支援員によるきめ細かな個別指

導を実施する。家庭でも、e ライブラリアドバンスを用い、予習・復習ができる

ようにする。全学年でプログラミング学習に取り組み、意図した活動に近付ける

ための思考を学ぶ。学校や中央図書館を活用し調べ学習を充実させ、課題解決的

な学びができるようにする。児童がニュースに触れる機会を作り、説明する文章

の要点を把握し書けるようにする。発達段階に応じた思考力育成シートを用いて、

論理的思考力の向上を図る。 

②心のアンケートや学校評価アンケートから明らかになった課題や、近隣教育機関

から得た情報から、規範意識や公共心を高める指導、人権や生命を尊重する教育

を推進する。「性教育の手引き」を基に、発達段階に応じて性に対する正しい知識

の定着を図る。各教科や領域と結びつけ、ガイダンスとカウンセリングの両面で、

健康な生活を保てるようにする。望ましい人間関係を基盤として、児童の自主的・

実践的な活動を通して自己の生き方についての考えを深め、公共の精神や協力す

る心、思いやりのある態度を育てる。 

③体力テストの結望ましい人間関係を基盤として、児童の自主的・実践的な活動を

通して自己の生き方についての考えを深め、公共の精神や協力する心、思いやり

のある態度を育てる。その成果を基に、体力の向上を図る。時程や年間指導計画

上に、持久走、縄跳び等の体力づくり・コオーディネーショントレーニング等を

効果的に取り入れる。 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ① 学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

なみ・○そうじ・○あいさつ・○じかんを

守る・○じゅぎょうを受ける） 

 

南町小学校 

仲よし学級 

児童一人一人に生きる力を養い、豊かな人間関係の中で何事にも意欲

的に取り組める児童を育成する。 

〇明るく元気な子 

健康・安全に自ら関心をもち、心身共にたくましい子供を育成する。 

〇仲よくする子 

友達と仲よくし、みんなと協力して活動に参加しようとする子供を

育成する。 

〇最後までがんばる子 

必要に応じて他者の援助を自ら求め、あきらめずに最後までやりと

げようとする子供を育成する。 

 

□通常の学級や市内の特別支援学級との交流

及び共同学習、地域とかかわる活動を通し

て、児童相互の人間関係を広げ、互いを認

め合おうとする心の育成を図る。 

□家庭、地域、幼稚園、保育園、中学校、特

別支援学校との連携を深め、一人一人の児

童に対する継続した指導や支援の充実を図

る。 

□府中けやきの森学園や府中第四中学校、府

中第一中学校、市の就学支援担当との連携

に努め、進路や就労について情報を得て、

見通しをもった進路選択ができるように、

本人及び保護者と共通理解を図りながら適

切に進める。 

□家庭、地域、幼稚園、保育園、中学校、特

別支援学校との連携を深め、一人一人の児

童に対する継続した指導や支援の充実を図

る。 

□通常の学級や市内の特別支援学級との交流

及び共同学習、地域とかかわる活動を通し

て、児童相互の人間関係を広げ、互いを認

め合おうとする心の育成を図る。 

□校内委員会の充実、スクールカウンセラー

や学校支援員の活用、関係諸機関や家庭と

の連携を通し学校生活支援シート及び個別

指導計画に基づいた支援を行う。 

□「あいさつをする」「場に応じた言葉遣いを

する」について、家庭、地域と協力しなが

ら重点的に指導する。適切な判断力や学習

規律・秩序の確立、基本的な生活習慣や行

動様式の習慣化に努め、児童相互の好まし

い人間関係や教師との信頼関係を育てる。 

□身近な人の働く姿に触れさせ、自分がいろ

いろな人に支えられていることに気付かせ

ると共に、自分自身の良さを知り、自己有

用感を自覚させ、学校や地域の中で生きる

喜びをもたせる。 

①一人一人の能力や特性に応じて学習課題を設定し、ねらいに応じてグループを編

成し、効果的な指導方法を工夫することによって基礎的・基本的な知識、技能の

確かな定着を図る。学び合うことや体験的な活動を学習過程の中に取り入れるこ

とで、共に学ぶ楽しさを味わわせるとともに、思考力・判断力・表現力を育てる。

一人一人の実態に合わせて、ICT 機器を活用することで、学習への意欲・関心を

高める。日常生活に必要な ICT の技能を計画的に学習する。 

②発達段階に応じて性に対する正しい知識を身に付けられるようにする。各教科や

領域と結び付け、家庭や地域と連携しながらガイダンスとカウンセリングの両面

で、健康な生活を保てるようにする。 

③体育の授業では、年間を通じてコオディネーショントレーニングを取り入れ、体

幹を鍛える。ドッジボール、持久走、長縄跳び、始業前や業間の外遊びを積極的

に取り入れる。 

日新小学校 持続可能な社会の創り手として、共生社会を主体的に生き抜くため

に、「日々新たに伸びようとする知・徳・体の調和のとれた人間性豊

かな児童を育成するため、次のとおり、学校目標と、これを踏まえて

育成を目指す資質・能力を設定する。 

◎かしこく（すすんで学び考えながら、協働して課題に取り組む児童：

「問題解決力」 ） 

○やさしく（やさしい心をもち、自分も友達も大切にする児童： 

「人間関係形成力」 ） 

○たくましく（すすんで心や体を鍛え、前向きに行動する児童： 

「自己理解・実践力」 ） 

 

□府中第八中学校区の小中学校と連携し、義

務教育９年間の学びと育ちや「未来へつな

ぐ府中２０２０レガシー」について、授業

公開や研究授業及び協議会等を通して共通

実践する。 

□「ＳＮＳ府中ルール」に基づいた情報モラ

ル教育の充実について府中第八中学校区の

小中学校で協働するとともに、関係諸機関

を活用したセーフティ教室を保護者・地域

に公開するなどして、家庭や地域と連携し

ながら非行・犯罪被害防止教育の推進を図

る。 

□小中連携教育の視点に立ち、学習内容の系

統性や円滑な接続を踏まえた「学び」と、

規範意識や道徳性、地域の一員通しての在

り方を考えさせる指導の連続性と継続性を

踏まえた「育ち」を実践し、充実を図る。 

 

□スクール・コミュニティ協議会等と連携し、

地域の教育材を活用した学習を意図的・計

画的に設定する。学校と地域が協働して取

り組むふるさと学習や問題解決的な学習を

積極的に推進し、「母校を誇り 誇れる母校

をつくる児童」を育成する。 

□ いじめについては、「人権教育プログラム」

を積極的に活用し、教員の人権感覚を磨く

とともに、本校「いじめ防止基本方針」に

基づき、いじめ対策委員会の開催や年間３

回の「いじめに関する授業」と年間１回以

上の「ＳＯＳの出し方に関する指導」の確

実な実施及び保護者への発信等により、組

織的かつ家庭と連携した迅速な対応を図

る。 

□特別支援教室拠点校として、校内委員会及

び生活指導部の連携したリードで組織的な

指導・支援体制を整えるとともに、学校支

援員等を効果的に活用して、巡回校と協働

して、ともに各児童・保護者にとって安心・

安全な学校生活の実現を図る。 

 

①持続可能な社会の実現を目指し、各教科等の年間指導計画と関連付けながら、環

境、平和、文化や人権等の様々な課題への取組を推進し、児童の自律心、判断力、

責任感等を育む。また、「関わり」や「つながり」をキーワードに、諸課題への対

応に求められる資質・能力を育成する。 

言語活動を重視した問題解決的な学習活動を積極的に取り入れ、主体的・対話的

で深い学びを保証し、多様な教育活動を通して思考力・判断力・表現力や学びに向

かう力、人間性等の涵養を図る。 

②家庭と連携して、「日新三つのあ」：「あいさつ（礼儀）、あつまり（自律）、あとし

まつ（共生）」と「早寝・早起き・朝ごはん」を徹底し、基本的生活習慣と学習規

律の確立、自他を大切にする心の育成を図るとともに、社会の一員通しての自覚

を高める。また、食育及び食物アレルギー等についての理解を推進する。 

性に係る教育については教育活動全体を通じて行うとともに、「性教育の手引」（平

成３１年３月）等を活用し、「生命の安全教育」についても家庭や地域と連携を図

る。 

③「東京都統一体力テスト」により児童の体力の実態つかみ、体づくり運動など

様々な領域の体育学習を中心に、相撲や「ふちゅうロープチャレンジ」、持久走

等の全校的な体育的活動を推進し、休み時間の外遊びも含めた運動の日常化と体

力向上を図る。 

 

  



【中学校】 

学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ①学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第一中学校 人権尊重の精神を基盤としたよりよい社会の実現に向けて、自他の生

命を尊重し、主体的な判断の下に誠実に行動し、思いやりと感謝の心

をもって他者と関わり、正義と公正を重んじ、誰に対しても公平に接

し、真理を探究する生徒を育成する。この目標を踏まえ、育成を目指

す資質・能力を以下のように設定する。 

「 創 る 」 「 伝える 」 「 結 ぶ 」 

□連携校の小学校との学力向上や生活指導面

の円滑な接続を目指して小中連携教育をさ

らに充実させるとともに地域コーディネー

ターを活用した府中版コミュニティ・スク

ールを活性化させるなど、地域と一体とな

った学校づくりを強力に推進する。 

□学校・家庭・地域の協働を図るため、地域

コ－ディネ－タ－を活用することで府中版

スクール・コミュニティ協議会を充実させ、

地域に開かれた学校づくりに取り組む。そ

の際、青少年対策地区委員会、地元自治会、

同窓会、近隣の高校や大学との積極的な関

わりを行うことで、地域に根ざし、地域の

一員として生きる生徒の育成を図る。 

①適切な評価規準に基づく評価活動を行うために、各学習におけるねらいを明確に

するとともにねらいを達成するための学習活動を効果的に展開し、適正な評価活

動が行われるよう指導する。また、シラバスを活用することで学習の進め方や評

価について、生徒が理解を深め、主体的に学習に取り組む意欲と態度の育成を図

る。 

②学校のあらゆる活動を通して、生徒の主体的な取組を積極的に推進し、教員と生

徒の共感的な信頼関係の下、自己存在感を涵養するとともに自己決定の場を数多

く設定することで生徒の自己指導能力の育成を図る。 

③健康・安全教育等の指導の充実を図り、生涯にわたり健康な生活を送るための基

本的な力と態度を育成する。特に、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底す

ることで生徒が安心して学校生活を送ることができるようにするとともに感染が

拡大した際の学習機会の保障のために情報機器を活用できるよう校内体制を確立

する。 

 

K組 学校の教育目標「創る 伝える 結ぶ」を受けて、次のように学級目

標を設定する。 

①基本的生活習慣の確立を図り、自立に必要な知識・技能・態度・基

本的生活習慣・コミュニケーションの力を育む。 

②自己の障害と向き合い、主体的に個性や資質の伸長を図るととも

に、能力の向上に主体的に取り組む姿勢を育む。 

③自他を敬愛し、互いに協力する心情・態度を育てる。 

④将来の進路や就労に向けた社会的な自立心・態度・能力を育む。 

 

□小中連携教育の推進を通して、９年間を見

通した教育内容・指導方法の連携を図り、

自己の個性や適正についての理解を図り主

体的に進路を選択できる資質・能力を育て

る。特に、中学生が小学校へ出向き中学校

の生活について説明する機会を通して、特

別支援学級における小中連携の充実と中一

ギャップの軽減を図る。 

□家庭との連携を通して、社会的自立を目指

した基本的生活習慣並びに学習習慣の向

上・自立を目指す。 

日課表や保護者会、教育相談等を通して、保

護者との連携を密にする。必要に応じて教

育センター、児童相談所、子ども家庭支援セ

ンター「たっち」、医療機関、福祉関係機関

等との連携を積極的に図り、家庭支援を推

進する。 

①一人一人の生徒の能力に応じた指導内容と指導方法を探究し、個に応じた教育の

充実を図ると共に、一人一台の端末を積極的に活用したＩＣＴ教育の活発化を図

り、より誰もがわかりやすい授業に向けた工夫・改善を行う。 

②規範意識の育成、自他の生命を尊重する態度を養うとともに、生徒個々の自尊感

情を高め、ありのままの自分で自らの歩で自ら律し切り開いていく自己管理能力

と自己責任を果たせる生徒を育成する。 

③運動習慣の確立と体力向上、心の健康や食に関する指導、薬物乱用防止教育、防

災教育を通して、健康な心と体と、生涯にわたり健康な生活を送るための基本的

な力と態度を育成する。 

 

府中第二中学校 

 

 

 

 

 

人間尊重の精神を基調とし、多様化・国際化する現代にあって、自ら

を高め、互いに助け合い、人間性豊かな未来社会の担い手を育てる。

【持続可能な社会づくりに向け、多様性を尊重する態度や互いのよさ

を生かして協働する力】 

・よく見、よく聞き、深く考え、積極的に活動する態度を身に付けさ

せる。 

【自己実現を図る力】 

・思いやりのある豊かな心を培う。 

【リーダーシップやチームワーク、感性、優しさなどの人間性】 

・ものごとをやりぬく強い意志とたくましい体を育てる。【実践力】 

□小中連携の日を始めとする小学校との連携

や生徒指導支援員の活用を通して情報連携

を充実させ、生徒一人一人の個性・能力を

正しく理解した上で、目指す子供像と育成

する力を共有しながら、適応指導を行い、

学習指導や生徒指導の一助とする。 

□関係諸機関と緊密に連携して、コミュニテ

ィ・スクールとして学校運営に地域の声を

積極的に生かし、地域と一体になることで、

ボランティア精神に溢れ、地域の未来を積

極的に担い参画する生徒が育つ学校を目指

す。 

①学習の基盤となる資質・能力を育成するために、各教科・領域において言語活動

を重視するとともに、特別支援教育の視点に基づいた「教育のユニバーサルデザ

イン化」をさらに推進していく。「主体的・対話的で深い学び」の充実のために、

学習環境の整備・授業改善を継続していく。特に情報及び情報技術の効果的な活

用を目指した授業改善を重点に置く。 

②第二中校区共通で学年・学級指導や教科指導を中心とした学校生活全般を通して、

挨拶、言葉遣い、身だしなみ、時間を守るなどの規範意識を向上させて一層の社

会性の育成を図る。 

③保健体育科においては、都体力調査結果を大学等と連携して分析し、第二中校区

の小学校と連携した柔軟性を高める指導に重点を置き、継続して健康と安全につ

いての関心・意欲と知識・技能、思考力・判断力についての能力を高めていく。 

 

Ｋ組 

 

 

 

 

 

生徒の可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実施によ

り、 

・基本的な生活習慣を身に付け、生活力を養う。 

・自立に必要な知識・技能・基礎学力の定着を図る。 

・何事にも積極的に取り組む健全な心と体を、障害の特性に応じ育成

する。 

 

□小中連携の日をはじめとする小学校及び特

別支援学級との交流により、教職員間で児

童・生徒に関する情報を共有しながら、義

務教育９年間の指導の系統性と継続性をも

たせていく。 

□保護者、地域等と連携し、地域での安定し

た生活が継続できるよう支援する。学校生

活支援シートに基づいて、必要に応じて支

援会議を行う。 

①知識・技能の定着を図るために、各授業で「主体的・対話的で深い学び」を目指

し、言語活動の充実図る。また、情報及び情報技術の効果的な活用を行う。 

②性被害・性暴力の背景にある性差別意識の解消及び男女の尊重や自分を大事にす

ることの理解を図るため、安全指導、学級指導の中で「生命の安全教育」を実施

する。 

③毎日の朝マラソンを通じ、基礎体力とやり抜く力を養う。 

府中第三中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重の精神を基調とし、社会の変化に対応し、他者と協働しなが

ら、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む。また、生徒

一人一人の可能性を伸ばしつつ、持続可能な社会の創り手となり得る

必要な力を育成するため、次のとおり、学校の目標と、これを踏まえ

て育成を目指す資質・能力を設定する。 

＜校訓＞「自他の敬愛」 

① 自分を大切にし 他人を尊敬し 楽しい学園を作ろう 

「自己理解・人間関係形成能力」 

② よく運動し 衛生に注意し 健康な身体をつくろう 

「セルフコントロール能力」 

③ よく勉強をし 個性を伸ばし 役に立つ人になろう 

「課題設定・将来設計能力」 

④ 勤労をよろこび 苦難にうち勝ち 正しく強く生きていこう 

□生徒が自己の将来の夢や希望の実現に向け

主体的に進路を選択するとともに、社会性

の確立や自立に向け、小・中連携、一貫教

育を通じて発達段階に応じた９年間のキャ

リア教育を推進する。その際、府中第三中

学校区の目指す子ども像を小中学校で以下

のように共有する。 

○自立に向けた基礎的・基本的な資質・能力

を身に付けている子ども 

○自己の生き方を考え、主体的に選択するこ

とができる子ども 

○郷土府中に誇りをもち、地域社会と積極的

に関わることができる子ども 

□社会に開かれた教育課程の実現に向けて、

学校評価を効果的に活用し、スクール・コ

ミュニティ協議会を核とした協働体制(地

域運営学校)を確立する。また、地域コーデ

ィネーターを活用して「地域ボランティア

制度」を通して生徒のボランティア精神を

育む。 

 

①各教科、領域の全ての教育活動において、新学習指導要領の主旨に基づき、主体

的・対話的で深い学びの充実を図る。また、外部講師を招聘して研究授業を複数

回行い、指導・助言も含めた協議会の内容を共有することを通して、指導力向上

を図る。 

②学校生活の充実に向けて「身だしなみ」「清掃」「挨拶」「時間」「授業」（み・そ・

あ・じ・じ）に重点を置き、本校の伝統を受け継ぎ、校風を高める生徒指導に取

り組む。 

③健康な心と体の育成に向け、保健体育科の授業を中心に学校全体で健康教育に取

り組むとともに、協力、忍耐力、粘り強さ等の強い心を育成する。また、保健体

育科の授業や部活動にコオーディネーショントレーニングを取り入れ、運動能力

や、体力の向上を図る。 

 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ①学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

 

 
「社会参画能力」  

府中第四中学校 

 

・自ら学び、深く考え、より良い判断をし、積極的に行動する人 

・人や物を思いやり、自らを律しつつ他者とともに協調する人 

・健やかな心と体をつくり、粘り強く最後までやり抜く人  

上記の教育目標の達成を目指しつつ、一人一人の生徒が、自分の良さ

や可能性を認識し 自他の生命を尊重し、他の人々と協働しながら豊

かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができるよ

うに、本校では、生徒自身が「主体的に課題解決に取り組むことので

きる力」の育成を図る。この力の育成を図るため、教育課程全般に渡

りカリキュラムマネジメントを効率的に推進し、成果を検証する。 

□小中連携事業を通して、９年間を見通した

学習指導及び生活指導を推進するために、

小中でのカリキュラムに関しての協議を通

して、府中第四中学校区のカリキュラム改

善を計画する。 

□スクール・コミュニティ協議会、第三者学

校評価委員会を活用し、生徒の主体性の育

成に資する教育活動が適正に行われている

かどうかの検証を行う。 

□道徳授業地区公開講座の実施内容や運営を

工夫して、人間としての生き方について、

共に考えを深めるなど保護者や地域との連

携を一層強めていく。 

□道徳の時間の取組を学校だより等に掲載

し、校外に対して学校の取組を発信してい

く。 

 

①学習指導要領の趣旨を踏まえ、令和４年度では、各教科・領域の授業において、

生徒が主体的に取り組む学習活動を、ＩＣＴ機器の活用を含めて、単元計画に基

づいて効果的に導入していく。このことを通して、生徒の思考力・判断力・表現

力等の育成を図る。生徒の主体性を育む教育活動を推進することで、自ら問題を

発見し解決していく力の育成を図る。 

②道徳教育推進教師を中心とし「特別の教科道徳」の推進に向けて、道徳の時間の

充実を図る。そのために、年間指導計画の適正な運用を図るとともに、授業では、

話し合いの学習や体験的な活動など、多面的・多角的な考えが共有できるような

学習活動を工夫し充実を図っていく。特に人間関係を構築する力の育成を道徳の

視点で実生活に実践できるよう指導していく。 

③体力テストの計測計画を作成し、計画的な運動能力の計測環境を作ることで、体

力向上の意欲を高める。また、体力テストの結果を分析し、体育の授業の質的な

改善を図る。オリンピック・パラリンピック教育の推進にあたっては、ボランテ

ィアマインド等の必要な資質の育成を図るために、各教科・領域で計画的に取組

を推進する。 

 

10組 ①正しい判断力を養い、行動する実践力を育み、基本的な生活習慣の

向上を図る。 

②社会生活に必要な基礎学力の定着と自ら進んで学習する態度を身

に付ける。 

③人や物に対して、思いやりのある温かなコミュニケーションスキル

を身に付ける。 

④健康な生活のために健康の保持増進と粘り強く最後まで取り組む

耐性と基礎体力の向上を図る。 

□小中連携事業を通して、９年間を見通した

学習指導及び生活指導を推進するために、

小中でのカリキュラムに関しての協議を通

して、府中第四中学校区のカリキュラム改

善を計画する。 

□スクール・コミュニティ協議会、第三者学

校評価委員会を活用し、生徒の主体性の育

成に資する教育活動が適正に行われている

かどうかの検証を行う。 

 

①一人一人の障害や発達段階を的確に把握し、個別最適な学びと、協働的な学びの

場の活性化を目指すとともに、課題別学習の形態と教材・教具を工夫して基礎・

基本の定着を図る。また、小集団指導、ティーム・ティーチングでの指導、指導

方法のユニバーサルデザイン化を推進し、自ら積極的に学習する意欲を育てる。

特に国語・数学・英語においては、学年を超えた習熟度別学習グループによる指

導を行っていく。学習にＩＣＴ機器を活用し、より「主体的・対話的な深い学び」

の場を設定する。 

②「道徳科」を通して、自らが正しく考え行動できるような道徳的実践力を身に付

けさせ、きまりを守り、公共物を大切にする態度や習慣を養い、他に対する思い

やりの心を育てる。各教科や特別活動等と関連付けることで、命の営みを感じさ

せ、より豊かな情操を育む。 

③体育的活動を通してスポーツへの興味関心を高める。また総合的な学習の時間と

絡めながら、身体の健康の増進と心の安定と学びの向上を図る。 

 

府中第五中学校 持続可能な社会の担い手として、多様で質的に豊かな成長につながる

新たな価値を生み出していくことができる生徒を育成する。 

◎校訓「自己発見」～大人になる練習をし、夢をかなえる土台を築く

生徒の育成～ 

・深く考え、志高く生きる人になる 

 （疑問を持ち、考え抜く生徒「課題対応力」） 

・自他を敬愛し、心豊かな人になる 

 （思いやりのある心と行動力を持つ生徒「自己管理能力・人間関係

形成力」） 

・健やかで、社会に貢献できる人になる 

 （一歩前に踏み出し、粘り強く取り組む生徒「社会形成力・社会貢

献力」） 

 

□小中９年間を通した「学び」と「育ち」の

系統性と継続性を重視する。分かる喜びを

通して学習意欲を高め、学習習慣を身に付

けさせるとともに、規範意識と社会に貢献

する態度を養う。 

□小中連携の日の充実を図ることを通して、

学習指導・生活指導の改善を推進するとと

もに、校区の児童・生徒一人一人の健やか

な成長を支援する。 

□学校運営協議会(府中第五中学校コミュニ

ティ・スクール)の活動を活性化させる。家

庭や地域の人的資源の活用を図り、まちづ

くり、歴史・文化、自然・環境、ボランテ

ィアマインド、障害者理解、豊かな国際感

覚の育成に関する学習機会を設ける。 

□家庭連絡や面談等を通して、学校と家庭が

生徒一人一人に関する情報を共有し、学校

と家庭との連携・協力を推進する。 

①各教科の授業では計画的に「ねらい」を示し、生きて働く知識・技能の習得、未

知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力の育成を図る。定着状況を確認

する「まとめ」、自己の調整に生かす「振り返り」の時間の設定を通して指導と評

価の一体化を推進するとともに、生徒一人一人の学習目標の達成状況をきめ細か

く把握することに努める。 

②生徒理解に努め、一人一人を大切にする。学習規律・挨拶・言葉遣い・時間を守

る・清掃活動などの指導を全校の共通理解のもとに展開し、規範意識の醸成や基

本的な生活習慣の確立を図る。 

③一人一台の学習端末を活用して体力テスト等の結果を生徒各自が課題を分析把握

するなど、保健体育科を軸に、生涯にわたって計画的、継続的に、体力、健康作

りを行える力を育成する。 

府中第六中 人権尊重の理念を基盤とし、生涯にわたって自ら学ぶ態度と豊かな人

間性をもつ生徒を育成することを目指し、以下の教育目標を掲げる。 

◎ 学力と情操  「課題解決力」及び「思いやり」      

○ 健康と忍耐力 「自己管理」及び「忍耐力」  

○ 勤労と責任  「実践力」及び「責任感」 

また、自らの課題を適切に把握し、課題解決ができる力を、家庭・地

域と連携・協力して育む。 

□府中第六中学校区の府中第四小学校・小柳

小学校・南白糸台小学校と共に目指す児童・

生徒像の共有化を図る。９年間の「学び」

と「育ち」の系統性、継続性のある教育活

動を推進するため、行動目標を設定して取

り組む。 

府中第六中学校区で目指す児童・生徒像 

①主体的に学習し、学び合う児童・生徒 

②自他を大切にし、思いやりのある児童・生  

 徒 

③心身ともに健康で、地域の中で活躍する児

童・生徒 

 

□創立５７年を経て、地域からの期待と信頼

がますます大きくなる中で、「地域とともに

歩む学校」として府中版コミュニティ・ス

クールを推進し、地域の期待に応える。さ

らに、「ボランティアの学校」として、地域

ボランティア活動に積極的に参加するとと

もに、ボランティア活動を計画し、地域社

会の一員としての自覚を深める。また、地

域から認められる存在として自己肯定感と

自己実現を図る教育を展開し、持続可能な

社会の創り手を育てることを目標とする。 

①基礎・基本の定着のために「分かる授業」「個に応じた指導」を行うとともに、主

体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を行い、生徒の学ぶ意欲を喚起し、

個別最適な学び並びに協働的な学びを実践する。 

②家庭や地域、関係諸機関と連携し、セーフティ教室、SOS の出し方に関する教育

を実施し、健康・安全・生命尊重の意識を高め、交通安全や喫煙防止・薬物乱用

防止など自分で判断し行動できる能力を養う。 

③新しい生活様式において基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに自己管理の

意識を高めさせる。また、心身ともに健康な状態を維持するために委員会活動・

部活動等を通じ、体力増進活動を推進する。 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ①学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第七中学校 人権尊重の理念を基礎とし、自ら学び、豊かな人間性と強い意志をも

ち、夢や希望を抱いて卒業する生徒を育成する。 

〇自分で考える生徒（学んだことを基礎に自ら考えることのできる生

徒：「課題発見・解決能力」） 

〇思いやりのある生徒（優しい心をもち、自分も他人も大切にする生

徒：「人間関係形成・社会形成能力」） 

〇強い意志をもつ生徒（社会に貢献しようとする強い意志をもつ生

徒：「自己理解・自己管理能力」） 

□「学習指導」 国語及び算数・数学の学習

において、主体的に学びに向かう力を身に

付けるための効果的な指導方法や学力調査

の結果に基づく課題を共有する。 

□「自己肯定感を高める教育」 自己肯定感

を高めるために、各教科・領域や学校全体

での取り組みを情報共有し、それぞれの実

践につなげる。 

□「家庭学習の充実」 タブレット PC 等の

情報機器を活用しながら家庭学習の習慣を

定着させ主体的な学習活動への取り組みを

促すとともに、基礎的な学習の向上を図る。 

□「特別支援教育」 ユニバーサルデザイン

の視点を意識した学習環境や個別の教育支

援計画等の作成に関して共通理解のもとに

行う。 

 

□地域清掃や行事への参加を通して地域と連

携したボランティア活動を推進し、奉仕の

精神と社会の一員としての自覚を深めさせ

る。 

□地域コーディネーターと協働体制を構築し

て、出前授業や授業ボランティア等、学校

と地域が相互に子供の教育活動に関わり、

子供の地域への愛着や地域の担い手として

の自覚を育てる。 

□持続可能な開発のための教育（ESD）の一

環として、各教科との関連において歴史文

化とボランティアマインドに重点を置き、

学習に取り組む。 

①「確かな学力」を定着させるために、授業研究を中心とした研修に努め、専門的

な知識の向上と、ICT の活用等、指導方法の工夫・改善を推進することで、質の

高い授業の充実を図る。また個に応じた指導方法の工夫・改善を行い、小中で連

携した学習規律の徹底を図る。課題を解決するために必要な思考力・判断力・表

現力等を育成するために、言語活動の充実を図り、他の生徒と協働して問題解決

を図る学習を推進する。 

②全教育活動を通じて人権教育を推進し、自他の人権を守ろうとする意識・意欲・

態度を養う。また、基本的な生活習慣の確立と人権を尊重する教育を推進し、規

範意識を向上させ、一人一人が安心し、充実した学校生活の中で望ましい人間関

係を構築する。 

③生徒一人一人の体力向上を目指し、特に本校の課題である握力・持久走のスコア

を高める指導について、「体力向上ハンドブック」等を活用し、保健体育科 1 単

位時間のうちの、導入の時間を工夫して継続的に取り組む。 

府 中 八 中 変化する社会の中で、主体的に判断し他者とかかわりながら自己実現

できる「知・徳・体」で調和のとれた人間性豊かな生徒を育成するた

めに、次の通り学校の教育目標を踏まえて育成を目指す資質・能力を

設定する。 

◎ すすんで学ぶ（向学心に燃え意欲的に学ぶことのできる生徒：「課

題対応能力」） 

○ 丈夫なからだ（心身ともに自ら鍛え自己管理のできる生徒：「自己

理解・自己管理能力」） 

○ みんな仲よく（他を思いやり進んで社会貢献できる生徒：「人間関

係形成・社会形成能力」） 

 

□小中連携と家庭との連携の取組を核とし

て、「八中スタンダード」を発展的に継続する。

生徒の家庭学習習慣の充実を基盤とした学力

向上へのアプローチと保健体育授業や部活動

を中心とした体力向上を推進するとともに、

規範意識の向上や問題行動の防止を目指して

家庭、地域と強く連携する教育などして健全

育成を推進する。 

□家庭や地域社会に守られてきた立場から、

守る側に立つ自覚と責任を育む学びを実践す

る。生徒たちに「強く生き抜く力」を身に付

けさせるために、本校の恵まれた地域環境を

生かし、小中学校４校の連携（小中連携教育

の推進）を基軸として温もりに満ちた地域と

協働（スクール・コミュニティ協議会の運営）

する学校づくりを目指す。 

□地域ぐるみの教育をより一層推進し、学校、

家庭、地域が一体となった協働体制を構築す

る。生徒の健全育成を図るために、「多摩川清

掃」「落ち葉はき（地域清掃）」「サマーフェス

ティバル（地域音楽祭）」「明るいまちづくり

広報活動」「凧作り大会」など地域行事への積

極的な参加を進める。また、地域と学校が双

方向で活性化を図ることを目的として、コミ

ュニティ・スクールの充実を図るとともに地

域懇談会を実施する。 

①すすんで学ぶ：「課題対応能力」を育成するために 

ア 個別最適な学びを充実させ、基礎的・基本的な学習を徹底し、教科横断的な学

習の充実を図り、「思考力・判断力・表現力等」を育成する。また、各教科におい

て言語活動に取り組み、自ら学び、考え行動できる生徒を育て学力の向上を図る。

イ「主体的・対話的で深い学び」の充実のために、学習効果の最大化を図るカリ

キュラム・マネジメントを推進する。ウＧＩＧＡスクール構想による一人一台タ

ブレットを活用し、課題や目的に応じた ICT 機器のより効果的な活用を図り、情

報を主体的に収集・判断・表現・処理し、発信・伝達する力を身に付けさせると

ともに家庭学習の一層の充実を図る。 

② みんな仲よく：「人間関係形成・自己管理能力」を育成するために 

ア 人権尊重の理念を正しく理解するとともに、教育活動全体を通して豊かな心の

育成を図る。イ道徳科を要として各教科との関連を密に図る。道徳的な諸価値に

ついての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的、多角的に考え、自己の生き

方を深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育成する。 

③丈夫なからだ：「自己理解・自己管理能力」を育成するために 

ア 望ましい生活習慣や食習慣の確立のために、家庭と連携した食育を推進すると

ともに、食物アレルギーに関する知識や理解を深めさせ健全な生活を営む力を身

に付けさせる。イ八中２０２０レガシーとして、オリンピック・パラリンピック

の歴史や意義、世界の国々の文化や習慣についての理解をもとに、すすんで平和

な社会の実現に貢献する態度を育成し、全教育活動を通して生徒の知・徳・体に

ついて調和的な発達を図る。そして、地域行事への積極的な参加等を通して、地

域の一員としての自覚を育てるとともに地域貢献への意識を醸成する。 

また、社会科・技術家庭科・保健体育科・総合的な学習の時間において、持続可能

な開発のための教育（ＥＳＤ）を実践するために生徒自身に考えさせ、日本特有の

文化（和太鼓・和装）を体験させる取り組みを行う。 

 

府中第九中学校 グローバル化社会に対応する新しい時代に必要となる資質・能力を育

むために、生きて働く知識・技能を習得させ、未知の状況にも対応で

きる思考力・判断力・表現力等を育成し、学びを人生や社会に生かそ

うとする学びに向かう力や人間性を育む必要がある。そのために、自

己を実現していく人間を目指して 

〇 創  造（課題対応能力） 

〇 思いやり（人間関係形成・社会形成能力）     

〇 活  力（自己理解・自己管理能力） 

□小・中学校９年間を通して系統性と継続性

を重視し、学校・家庭・地域が連携して、

規範意識と社会に貢献する態度を養うとと

もに、分かる喜びにより学習意欲を高め、

学習習慣を身に付ける生徒を育てる。 生涯

にわたって主体的に学びを実践し社会を生

き抜く力を養う。 

□生徒の実態・地域の実情に応じた教育課程

を編成し、スクール・コミュニティ協議会

を充実させ、学校公開と地域人材・地域施

設等の教育資源を積極的に活用し社会に開

かれた創意ある教育活動を行う。 

□地域社会の一部である学校として、地域コ

ーディネーターを活用し、地域連携を進め

教育活動を共有する。 

①一人一人の個性を生かしながら、探究心や情報活用能力、コミュニケーション能

力、思考力や表現力を育む。また、習熟度別少人数指導などの指導方法の工夫、

改善を進め、英語、理数教育の充実を図る。 

②心豊かな生徒を育てるために他者を尊重する態度を育て、暴力やいじめを許さな

い人権尊重の教育を推進する。 

③基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに、健康と安全についての理解を深め

させる。また、男女の性の違いについて、性教育の充実を図り互いに人間として

尊重できる関係を育む。 

 

 



学校名 教育目標 
本校の教育の特色 

小・中連携教育 学校・家庭・地域の連携協力 ①学力の向上 ②健全育成 ③体力の向上と健康の保持増進 

府中第十中学校 人権尊重の精神を基調として、心身共に健康で、知性と感性に富み、

道徳心と体力のある人間性豊かな生徒を育てる。このことを踏まえ学

校の目標と育成を目指す資質・能力を設定する。 

◎高める （進んで学び考え、自己を高めようとし続ける生徒）「自

己向上力」 

○思いやる（利他心。自他ともに大切にする生徒）「人間関係形成力・

社会形成能力」 

○鍛える （正しい判断ができる生徒。体を鍛え心身共に健やかな生

徒）「実践力」 

 

□生徒が中学校に入学後、スムーズに学校生

活及び学習に取り組むことができる環境を

整えるために、「学び」と「育ち」の視点か

ら小中の連続性・系統性をもたせる工夫（カ

リキュラムの接続）について小中の教員が

知恵を出し合って共通実践を図り、指導連

携を推進する。学校の中だけでなく、外か

らも見える小中連携（見える化）を推進す

ることにより、家庭及び地域も含めた「チ

ーム」としての連携へと発展させていく。 

 

○家庭・地域と連携を深め、生徒の健全育成

を図る。 

○ふるさと学習を、歴史・文化からのアプロ

ーチを中心に進め、ふるさと府中を愛する

心を育む。地域学習などにおいて、府中市

の歴史を調べ、府中に関係した先人や今に

残る史跡・文化財に関心をもち、歴史・文

化・伝統を引き継ぐ学習を実施する。 

①学校支援員や地域ボランティアと連携し、学校図書館を積極的に活用できる環境

を整えることで読書活動の日常化を進めるとともに、学ぼうとする意欲を高める

とともに学習習慣を身に付けさせる。 

②「明るい挨拶・きれいな学校・時間を守る」を学校のスローガンとし、日々の挨

拶指導・清掃指導・時間を守る指導を行う。 

③体力調査の結果をもとに体力・運動能力の向上を図り、基本的な生活習慣や望ま

しい食習慣の確立、アレルギー対応等ヘルスプロモーションの 理念に基づいた

健康の保持増進を意図的・継続的に図るとともに、家庭、地域と協力して健康作

りを推進する。 

浅 間 中 

 

人権尊重を基調として、生命を尊重し、すすんで社会へ貢献しようと

する精神をもち、向上心にあふれ、自主性と創造力に富んだ生徒の育

成を目指し、次の生徒像を教育の目標として掲げる。これを踏まえて

育成を目指す資質・能力を設定する。 

〇互いにいつくしみ、高きをめざす（生徒一人一人が現代社会の課題

を自らの問題として捉え、課題解決に向けて自ら考え実践できる資

質・能力を育成する。）「課題対応能力」 

〇行いはさわやかに、思いやりはやさしく（自他を尊重し他の人と共

に生きる人権尊重の態度や行動を育む心の教育の充実を図る。）「人

間関係形成・社会形成能力」 

〇からだを鍛え、責任を果たす（望ましい生活習慣や体力向上の取組、

職業観を育むキャリア教育、ボランティア活動等を通して推進す

る。）「自己理解・自己管理能力」 

□「学び」の指導において、生徒の学習習慣

を育てるため、中学校区で共通性をもたせ、

系統的・継続的なカリキュラムの連携を検

討するとともに、学習規律や学習方法、家

庭学習の指導を充実する。 

□「育ち」の指導において、連続性、継続性

を図り、基本的な生活習慣を定着させ、規

範意識を高め、秩序ある安定した学校生活

を送ることができるようにする。 

□小・中連携教育の取組として、朝のあいさ

つ運動、連合陸上記録会前の中学生による

練習サポート、部活動体験・見学、出前授

業、小中同一日の引き渡し訓練を実施する。 

 

□コミュニティ・スクールにおいて、学校、

家庭、地域がコーディネーターの機能を活

用しながら協働体制を構築して、地域と学

校とが双方向で活性化を図る。地域人材の

授業や行事への活用、防災拠点としての取

組、「地域懇談会（教育を語る会）」を実施

する。 

□浅間山、府中の森芸術劇場、府中市美術館、

郷土の森博物館等の地域の教育資源を活用

し、芸術文化に親しむ生涯学習の態度を育

成する。 

 

①東京都教育委員会より「授業改善推進拠点校」の研究指定を受け、効果的な学び

方を身に付けることができる指導方法の開発・実践を行う。課題解決型の学習過

程の改善に取り組み、思考力・判断力・表現力の育成を図るとともに、評価の場

面・方法、評価規準の設定を工夫・改善し、適正な学習評価を研究し実施する。 

②生徒会を中心とした委員会活動及び部活動でボランティア活動を実践する。地域

とのつながりを重視し、浅間山保全活動、地域清掃を実施したり、地域行事や青

少対主催の地域貢献活動への参加をしたりして、社会奉仕の精神を育てるととも

に、生徒自ら考え行動する力を育てる。 

③体育授業・部活動で、東京都体力調査等の分析を活用して、体力向上・運動習慣

の確立に向けた取組を一層充実し、健康の保持増進、意図的・計画的な体力や運

動能力の向上を図る。また、府中市スポーツ推進計画に基づき、生涯体育を推進

するため、運動の習慣化を図る。 

 

 


