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はじめに 

 我が国の教育は、これから変革の時代を生きてゆく子どもたちに、新たな社会を牽引する能力と

その前提となる基礎学力の定着を、どのようにして確実に身に付けさせていくのかが喫緊の課題と

なっています。現在の学校においては、子どもたちの知・徳・体を一体で育むため、新学習指導要

領の着実な実施が求められています。しかし、直視すべきは、新型コロナ感染症による世界の変化で

す。国境を越えて人の移動が制限され、海外留学や研修が困難になっている。国内に置き換えると不要

不急の都道府県の往来の自粛であるとか、対面型の授業の難しさや GIGAスクール構想の具現化など子

どもの学びを止めないための工夫・改善が常に行われている現状があることです。未知の世界で生きる

力（幸せに生きていく力）を育てるための「安全・安心・安定」した学校経営を築くには、その基礎固

めが急務です。 

 

 七飯町教育員会は、ポストコロナの学校教育の在り方について、次のとおり学校経営の指針を示して

います。 

 

  ポストコロナにおける新しい状態（New Normal）において、子どもたちの学びを保障するため、 

しなやかな学校経営（Lesilience）による、持続可能な学校教育（SDGs）を目指す。 

 

 令和３年度の学校経営は、七飯町教育委員会の指針を受け、進めてまいりました。令和４年度におき

ましても、「安全・安心・安定」した学校経営を進めていくため、New Normal（新しい常識・状態）、

Lesilience（復元力・しなやかさ）、SDGs（持続可能な開発目標）の方向性を継続し、「子どもにどんな

力をつけるのか」を明確にした教育活動を展開していきたい。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するライフスタイルは今後も続くことが予想されます。

学校は、「警戒レベル２」の状態を前提とした学校運営・教育活動を進めます。令和３年度までの取組を

踏まえ、以下の学校経営改善の方策を生かし、「従来型の」「これまでやってきたことを」を前提とせず、

全教職員の強い意志のもと、「質の高い効率的な組織運営の実現」「質の高い魅力的な教育活動の創造」

を図っていきたい。 

 

□ 学校経営改善の方策 

〇行事・各種取組の見直し、精選  

・児童のめざす姿から教育的効果等を考慮し、行事・各種取組を精選する。 

・前例踏襲・慣例、前年度の取組に固守せず、思いきった学校行事・取組の削減を図る。 

※効果の薄い行事の廃止 

・生徒指導、児童理解のため一部授業交換を導入する。※積極的生徒指導の強化 

・早めの計画立案・提案で準備に余裕を持つ。 

・反省、課題を踏まえながら随時マニュアルを見直し、次へ活かす。 

・各行事において、挨拶や形式的な部分は必要以上に時間をかけない。 

・学校評価や反省会の議論・結果を次年度計画に反映させる。 

〇会議等の見直し 

・勤務時間外の会議は設定しない。 

・会議は、定刻に始め、定刻に終わるよう会議終了時間を明確に設定して実施する。※終了時間の厳守 

・会議資料は、児童のめざす姿を明確にした上で、協議・伝達事項を整理したシンプルなものに 

していく。 

・事前に会議資料を配付（チャット提案など）し、協議事項に対する理解を深め会議時間の短縮を図る。 

・連絡、情報伝達のみの会議は開催しない。※チャット等活用の資料回覧、掲示等で情報を共有 

・会議等の協議事項で、時間がかかる見込みのものは、会議前に分掌会議等の関係者で方針協議等



を済ませ、会議時間の短縮を図る。 

〇業務の見直し、平準化  

・管理職が仕事内容をよく把握し、教職員の能力と業務量等を見極めた上で業務を割り振る。 

・校務分掌の整理・合理化等組織の簡素化を進め、非効率的な学校運営の抜本的改善を図る。 

※業務の廃止、簡素化、分掌の統合 

・通常日の会議を考慮したゆとりある時程、休憩の確保等を大切にした日課表の見直しを適時遂 

行する。 

・保護者、地域住民と協働し、PTA 活動等の時間外勤務の最少化を図る。 

・チャット、Ｃ４ＴＨ、グループフォルダ（文案例、定型文書等）を活用し、情報の共有化を図る。 

・外部団体等からの作品募集の精選を行う。※長期休業中の自主的な取組 

・きらり★いのち、租税教室等地域の人材を活用する。 

〇その他  

・定時退勤が困難な場合でも、遅くとも「○時までには帰ろう！」などの意識共有、声かけ等を 

行っていく。 

・ノー残業デーを設定し、職員が定時に退勤しやすい職場環境づくりに努める。 

・年次有給休暇や週休日の振替、代休取得を促進する。 

・学校だより・学年だよりなどの作成は、必要以上に時間をかけないような工夫を行っていく。 

・校内研修、研究授業のあり方については、業務の状況を勘案しながら、「わかる・できる・つか

える」子どもの育成のための校内研修、授業改善を進める。 

・業務繁閑に応じて、組織を越えた教職員の積極的支援体制を確立する。 

・教職員からの改善提案を奨励し、学校運営の工夫・改善を図る。 

 

 学校力向上に関する総合実践事業については、令和３年度より「地域指定（七飯中・藤城小・峠下小・

七重小）」として始まった。令和４年度も拠点校として学校力向上に関する総合実践事業を展開してい

きます。 

 〇理科専科・外国語専科の配属 

  理科…本校の５，６年（１２時間）、藤城小６年（３時間）の計１５時間の授業実践予定 

  英語…本校の３～６年（１３時間）、他校   （４時間）の計１７時間の授業実践予定 

 

 〇年４回程度の「地域協議会」の開催 

  既存の「七飯中学校区小中連携協議会」とタイアップした事業の開催 

 

「学習機会と学力の保障」「全人的な発達・成長の保障」「身体的，精神的な健康の保障」という学

校の役割を果たすため、学校の働き方改革をより一層進める実践を図る学校経営を進めたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜子どもたちの命と笑顔を輝かせるために！＞ 

 

 「七重で学び、七飯で育つ」 

      ★「七重で学び、七飯で育つ。 

     その子どもたちは、やがて、七飯を創り、七飯を担う人になる」 

    ・・・「地域とともにある学校づくり」＆「学校を核とした地域づくり」 

 

 

＜テーマ＞ 

 『安全・安心・安定』の学校づくりと『持続可能な七小文化』の醸成 

 

  変わらない基本的な考え方 ～自分に、職場に、いきわたらせる～       

 （１）私たちの使命は、子どもを「めざす状態」にすること ＝ 「具現化」 

★具現化は１年後の到達点ではなく、「毎日具現化」ということ。 

★「日々実践・日々具現・日々深化」ということ。  

 （２）私たちの仕事の成果は、「子どもの変容（成長）」 ＝ 「ビフォー・アフター」 

          ★指導前指導後／実践前実践後／令和３年４月～令和４年３月ということ。 

     ★「子どもの姿で学校が語れる」ということ。 

 （３）私たちの仕事の優先順１位は「授業」 ＝ 「精度を上げる／４５分完結」 

          ★「授業の準備」「教材研究」「子どもの成長に直結する業務」ということ。 

 （４）時間を生み出すために ＝ 「効率化」のための「ムリ・ムダのそぎ落とし」 

          ★「シンプル化・スリム化・コンパクト化・スピード化」ということ。 

     ★ＩＣＴのフル活用ということ。 

 （５）「変える必要のあるものは年度途中でも即座に変える」        

★ダメなことをそのままに（放置）しない、先送りしないということ。  

 （６）「まず行動・まず実践。やりながら考える。やってみて考える」  

★アクションを起こさなければ、何も起きない、何も変わらないということ。 

     ★「巧遅より拙速」「完璧ではなく完了」ということ。 

  （７）「よくするために、何かを増やすのではなく、何かを減らす」 

          ★大事なことだけを大事にするということ。 

     ★時間とエネルギーを優先上位事項に集中投下するということ。 

 （８）「同僚性」と「協働性」 ＝ 学び合い、磨き合い、高め合い 

     ★日々職場で力量向上。いつでも、どこでも学び合えるということ。 

     ★資質能力向上の鍵は、「職員集団」が握っているということ。 

  （９）「石垣のような組織」 ＝ 「個」の力を最大限に生かすチーム 

          ★個々の持ち味、専門性、経験を存分に発揮できる組織ということ。 

     ★多様な個が共通の目標に向かえば結果として「One Team」になるということ。 

（１０）「相違ある実践・創意が光る実践」が「総意となる学校」 

          ★「相違」と「創意」を尊重し合う集団でありたいということ。 

     ★多様な個が共通の目標に向かえば結果として「One Team」になるということ。 
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【学校経営への基本的な構え】 

 

１ 「子どもは希望である。わたしたちは『幸せに生きていく力』を育てる」 

  人格の基礎を形成する小学校時代に、人から認められ、自分でできたという成功体験 を積むこと 

が、豊かな心を育み、人間が持っている「できるようになりたい」「もっとよくなろう」という成長・ 

向上への願いを育てていくことにつながる。このような向上心と意欲的に生きる姿勢を育てることが 

学校教育の使命であると考える。 

  そのために、全教職員がそれぞれの良さを発揮し、英知を結集して学校教育のあらゆる場、機会を 

通して意図的、計画的、組織的、継続的に教育活動を展開する。 

 

２ 学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点教育目標 

 

平成３１年度 

 

 

令和２年度 

令和３年度 

令和４年度 

 

重点教育目標設定３年目。より一層の「深化（アップグレード）」を図っていくとともに、常により

良いものに更新していく「進化（アップデート）」の姿勢と意気込みを持ち、安定化を図りたい。 

 

 

 キーワード 「アウトプット」・・・全教育活動のコンセプト    

    ★アウトプットを前提とした学習活動。学習のアウトプットの日常化。 

    ★インプット重視からアウトプット重視へ。インとアウトの調和。 

 

 

 

 

 キーワード 「いきわたらせる」・・・持続可能な七小文化 

    ★いつでも、どこでも、誰でも、例外なく行われていること。 

  ★行われていることが安定的に続いていること。 

    ★「行きわたっている」ことで安心感が持てること。 

 

 

 

 

◎深く考える子ども 

  ・ものごとを深く考え、正しく判断し、なにごとにも工夫して最後までやりとげる子ども 

 ◎明るく思いやりのある子ども 

  ・明朗で礼儀正しく、美しいものに感動し、他人の立場で考える思いやりのある子ども 

 ◎丈夫でたくましい子ども 

  ・健康で丈夫な身体とねばり強さを持ち、働くことに喜びを持つたくましい子ども 

自ら 気づき、考え、行動する子どもの育成 

「わかる」「できる」「つかえる」子どもの育成 



４ めざす学校像    

 

 キーワード 「安全・安心・安定」・・・最優先・最重要項目 

     

◆子どもにとって《安全な行きたい学校》                                     

        学校は、子どもにとって自分の存在感が確認でき、安心して学習や生活ができる場であり、「学 

校に行くことが楽しい」とすべての子どもが思える場でなくてはならない。学ぶ喜びが実感でき、 

個性を発揮でき、がんばりが認められる場でなくてはならない。子どもを「やる気スイッチＯＮ」 

にする学校でありたい。           

 

◆保護者にとって《安心な通わせたい学校》 

学校は、「安全・安心」の危機管理が整備され、一人一人の子どもが大事にされていることが 

最も大切なことである。その上で保護者は、確かな学力が保障され、豊かな人間関係に包まれな 

がら、たくましく生きる力を身につけてくれる学校を期待している。保護者は、子どもの変容し  

た姿と情熱を持ってかかわってくれる教職員の姿に信頼を寄せる。保護者が安心して我が子を通  

わせられる学校でありたい。 

 

    ◆教職員にとって《働きがいのある学校》 

学校は、教職員で決まる。教職員一人一人の情熱、持ち味、専門性、実践力、経験・・・その 

すべてを、目の前にいる子どもたちに全力投球できたら、子どもが伸びないはずはない。個々の 

力がチームとして結束し、教育目標の具現化に向けて前進できたら、学校が良くならないはずは 

ない。教職員一人一人が、子どもの成長に喜びを感じ、指導の成果に達成感を感じることが新た 

なモチベーションとなる。個々のがんばりを全職員で認め合い、褒め合い、喜び合える学校であ 

りたい。 

 

  ◆地域住民にとって《足を運びたい学校・応援したい学校・参加したい学校》 

学校は、地域にとって学びの拠点施設であり、地域の希望である子どもたちが通う場である。 

学校運営や教育活動に参加したり、子どもたちと学びや活動を共有することは、子どもの健全育 

成だけではなく、大人の学びや地域の活性化にもつながる。地域住民が、愛着ある「地域の学校」 

として自慢したくなる学校でありたい。 

 

 

 キーワード 「一人一人が輝く学校」・・・誰一人として取り残さない 

 キーワード 「七重で学び、七飯で育つ」・・・ＣＳの理念として 

        この言葉を、地域全体の願いとして、本校児童、教職員、保護者、地域、すべ 

ての人と共有したい。 

             「七重で学び、七飯で育つ。その子どもたちは、やがて、 

                     七飯を創り、七飯を担う人になる」 

 

 

 

◎特別支援教育の視点を土台とした学校運営・教育活動 

  ★「環境は最大の支援である」  ★「ＵＤをいきわたらせる」 

    ①【授業のＵＤ】 ②【教室環境のＵＤ】 ③【人的環境のＵＤ」 

 キーワード 「低刺激な学校」・・・騒音を消す。「静寂の時間」 

 キーワード 「好意に満ちた言葉がけ」・・・自己肯定感、他者信頼感の醸成 

 



５ めざす教師像         

   ◆児童と共に歩む教師 

        深い愛情と熱意を持って、一人一人の児童を大切にする。児童の良さを引き出し、能力を発揮 

   させる教育活動づくりに努める。児童と語り合い、共に行動し、共に汗を流し、優しさと厳しさ 

を兼ね備えた教師をめざす。 

    ◆貪欲に自己研鑽に励み、専門性と人間性を高める教師 

        児童の考えを大切にし、ほめて、認めて、励まし、できる喜び・わかる喜びを味わわせる授業 

をコンスタントに実践できる力量形成に努める。同僚から学び、お互いに切磋琢磨し、他者の優 

れた実践を積極的に取り入れる。「学ぶ者のみが教えることができる」と言われるように、自ら 

学び、自ら高めていく姿勢を持ち、プロ教師としての力量と人間性を磨き続ける。 

    ◆児童・保護者・同僚から信頼される教師 

        組織（チーム）の一員として協力し合い、信頼し、創意ある学校づくりに努める。学校経営の 

基盤は、教職員相互の信頼と協働、一人一人の自覚と責任にかかるところが大きい。教育公務員 

として自らを律し、責任を持って職務を果たすことにより、教育活動の充実を図り、信頼を得る 

ことに努める。 

 キーワード 「ヒドゥン・カリキュラム」・・見えない教育作用（影響力） 

                  「言行不一致」が負の習慣に、そして全体が負の体質に。 

                  「ぶれる基準、一貫性の欠如」「気分に左右される」 

         「脈絡なしの予定変更」「叱り方～人権無視の誤学習」 

 

 キーワード 「感化・倣化・薫化」・・・見えない教育作用（影響力） 

                  「感化」無意識に身近な人の影響を受けて育つ。 

         「倣化」あこがれる人の存在を意識して真似することで育つ。 

         「薫化」人それぞれが無意識レベルで影響を受け合う。 

 

６ 経営上の重点  

 (１)組織・運営        

     ◎「ミドルアップ・ダウン型」の組織運営で、学校力の安定的な向上と持続可能性を確立する。 

     ★「主幹教諭２名体制」（３年目）による調整機能強化を軸とした、組織運営及び分掌業務の最適 

化・円滑化・効率化を図る。 

   ★学校の総合力強化のため下図のとおり分掌組織の改編を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

     ★ＮＰＪ（教育課程推進・改善委員会）をカリキュラム・マネジメントの中核として位置づけ、シ 

ョートスパンの評価・改善サイクルの機能強化を図る。 

     ★事務部を、教育課程グループ管理部（総務部＋事務部）とし、教育課程と結びついた教育環境の 

整備充実を図る。 

   ★事務職員２名体制で、分担する役割と効果的な連携スタイルを確立し、効率的かつ質の高い業 

務を推進する。「学校共同事務室」化への準備 

   ★ＩＣＴを最大限に活用した業務の効率化を図る。 

    校務支援システムＣ4th & Chromebook        

     ★「時間対効果」を意識した働き方の定着を図る。 
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  (2)教育課程                                                    

   ◎学校評価（自己評価）で「重点教育目標の達成度○」を９０％以上に。   

   ★『なないろスタイル』による安定的な教育活動の展開 

     ★ＮＰＪによる進行管理と即時改善、教育課程への反映          

 

  (3)学年・学級経営             

     ◎基盤となる学年経営の充実。共通部分を確実に「そろえる」 

    ★「教室は安心できる場所、自分を表現できる場所～支持的風土のある教室」 

     ★「一体感と達成感を実感することができる教室」   

     ①「１対１の対話」を大切に、児童一人一人の心に向き合う学級づくり 

   ②特別な支援・配慮を要する児童を温かく包み込む学級づくり 

 

  (4)学習指導     

     ◎児童アンケート「授業がよくわかる」を８０％以上に。    

     ★ＵＤ視点の「わかりやすい授業」の安定展開（なないろスタイル） 

     ★生徒指導の三機能を生かした授業づくりの実践     

  ◆「自己決定」 ◆「自己存在感」 ◆「共感的な人間関係」 

①学習成果を生かす（発信する・発表する）アウトプットの機会の意図的な設定 

②授業評価による児童のニーズ（何をしてほしい）の把握と授業改善 

 

  (5)生徒指導・規律ある学校生活（６年生を学校生活の行動モデルに）            

    ◎児童アンケート「学校が楽しい」を９０％以上に、「そう思わない」をゼロに。   

     ①生活規律の確立・徹底、基本的な生活態度・習慣の改善                      

        ・あいさつ、返事 ・言葉づかい ・集団行動 ・礼儀、マナー           

     ②「七重小学校いじめ防止基本方針」に基づく取組と人権意識の涵養          

     ③問題行動（気になる行動）及び不登校への迅速な対応と対応記録の蓄積       

     ④自己肯定感と他者信頼感を高める積極的な生徒指導の展開     

     ⑤いつでも、誰でも「スルーしない」指導の徹底（指導基準の明確化）          

     ⑥「静寂の時間」の効果を踏まえ、「無言・無音で整然と」行動する態度の育成  

     ⑦ネットトラブルへの対応（基礎知識・モラルの指導、家庭ルール働きかけ）   

 

  (６)道徳教育                                                                

   ★「自分にとってよりよい（生き方）とは」を常に考えさせる機会の充実         

   ★児童の実態に合わせた「議論する道徳」の実践 ※「対話」「自分事」    

     ①道徳科授業を要とした全教育活動を通じた道徳教育の推進と実践的態度の育成 

   ②体験的活動やゲストティーチャーを招いての授業などの積極的導入           

   ③参観日などでの道徳科授業の積極的な公開                                 

 

  (７)体力向上・健康教育・保健室・食育                     

     ◎「運動が楽しい」「体育の授業が楽しい」を９５％以上に。「嫌い」をゼロに。   

     ★体育授業の質の向上を核とした運動習慣の定着と体力向上                      

     ①「楽しさ」と「できた喜び、上手になった喜び」を味わわせる指導        

   ②［保健室］・「からだ」への関心を持つこと。「からだ」を知ること。「からだ」を自己管理で 

きること。自分の「からだ」も他人の「からだ」も大事にできること。 

     ③［食 育］・食を通して「つながり」（健康・文化・歴史・生産者・地域・環境・家族・人間関係・生きる喜び）に関心を持つこと。知るこ 

と。体験すること。「自分もやってみたい」と思うこと。 

 

 



 (８)特別支援教育          

     ★児童の「教育的ニーズ」に的確に対応した支援の充実 

     ★特別支援教育を土台とした「学級づくり」と「授業づくり」 

     ①特別支援教育コーディネーターを中心としたチームでの支援体制の整備充実 

     ②児童の実態、困り感に的確に対応した支援の充実 

    （教材、指導内容、指導方法、教室環境） ※ＵＤを意識した校内の環境整備 

   ③関係機関（町教委、保健センター等）との連携 

   ④支援員との連携を密にした個別支援の充実と学級の安定化 

    ⑤保護者との教育相談の充実（保護者の不安への寄り添い、的確な提案） 

     ◎「学習室」安心して学習できる居場所 → 安定的な「学習室経営」 

 

 (９)安全教育・安全管理        

     ★「安全・安心・安定」がすべての土台であることの確認 

     ★児童一人一人の危険に対する「知識・技術・意識」（自己指導能力）の向上 

     ①安全な生活を送るための習慣化「自分の命は自分で守る」意識の徹底 

     ②安全指導の徹底 

    ・交通安全教室 ・自転車教室 ・避難訓練 ・不審者対応 ・立ち止まり訓練 

   ③集団登校及び下校時の安全指導及び校区内の安全点検・巡視（地域子ども会との連携） 

     ④緊急時連絡体制の整備 

 

 (10)教育環境         

     ★「人は環境によってつくられる」を意識した環境づくり、活動づくり 

     ①校舎内外の環境の整備（学習環境としての施設・設備） 

     ②安全点検の徹底（危険箇所、危険物の発見、撤去、修繕、補強、保護など） 

     ③掲示教育の充実（古い掲示物の撤去、見た目の美しさ、効果的な掲示） 

     ④言語環境の整備（校内放送の改善、ＴＰＯに合わせた言葉づかい） 

     ⑤清掃活動の充実（清掃時間の流れ、清掃の仕方の指導の徹底） 

 

 (11)家庭・地域との連携            

     ◎「学校運営協議会（ＣＳ）の安定的運営 

     ★双方向コミュニケーション（発信と受信）の充実による信頼関係の構築 

     ★優先度の高い課題「役割・責任の分担」～協働関係の構築   

     ①家庭とのきめ細やかな連絡と情報交換 

     ②学校だより・学年だよりを活用した積極的な情報発信 → ＨＰの積極的活用 

   ③保護者、地域への積極的な教育活動の公開（参観日、公開授業）   

   ④保護者、地域の方の教育活動への参加・参画の働きかけ（ゲストティーチャー、学校支援ボランティア） 

     ⑤保護者アンケート、学校関係者評価を生かした学校改善 

     ◎七飯町教育行政方針で「中学校区学校運営協議会（ＣＳ）」「地域学校協働本部」の設置の推進 

が示された。町教委（生活推進アドバイザー）の動きと連動して取組を推進           

     ◎Youtube 配信を活用した教育活動の公開        

       

 (12)学校の組織力            

     ★同僚性・協働性の向上による、「学ぶ集団」としてのチーム力の向上 

     ★優先度の高い課題「時間対効果」を意識した業務改善 

    ①すべての教職員が学校運営の当事者であるとの認識に立った積極的参画 

     ②効率的な業務改善（研修、職員会議、分掌業務の進め方の見直し） 

     ③教職員事故の防止の徹底（服務規律の遵守、交通安全、体罰、金銭、セクハラ） 

 



 (13)研究推進・研修    

     ★研究により目指す姿（状態） 

    ［児童］「学んだ知識や技術を発揮する喜びを感じている」 

        ［教師］「対話を基盤としたチームによる不断の授業改善に挑んでいる」 

        ［授業］「主体的・対話的で深い学びを視点としたＵＤ化の考えを生かしている」 

     ①直面する課題、先を見据えた課題に対応する「ミニ研修」の実施 

 

  (14)「働き方改革」 

     ①「学校における働き方改革『北海道アクションプラン』」の推進 

   ②校務支援システムＣ4th 及び Chromebook をフル活用した行動（習慣）変革の促進 

 

 (15)その他      

  ＜読書活動＞           

   ★読書に関心を向かせるための読書環境の整備        

     ①読書環境（図書室、図書コーナー）の整備 

   ②「図書館は、学校で２番目に行きたい場所」の実現 

   ②ブックトーク、読み聞かせなど読書意欲を刺激する機会の設定  

     ◎学校支援ボランティアと協働した学校図書館運営  ※地域学校協働本部事業へ 

 

   ＜不登校対応＞  

   ★社会（学校）とつながりを切らない支援援助    

     ①多様な方法による学びの保障支援。ＩＣＴ活用による支援。 

     ②「単に学校復帰のみを目標にしない」本人及び家族への支援援助 

     ③町教委（適応指導教室）、保健センター、民間支援施設・団体との連携 

     ④「学習室」の整備及び人員の安定的な配置 

     ◎児童生徒支援加配職員を専任の不登校対応担当とする。 

 

  ＜ＨＰの整備充実＞  

    ★「安全・安心・安定」の学校運営の必須条件  

   ★担当は管理部事務職員     

     ①学校情報のタイムリーな発信による保護者理解（安心感醸成）の促進 

     ②「毎日更新」による「常に動いている学校」のＰＲ 

     ③ペーパーレス化の促進 


