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確かな学力
（学習指
導）

①重点研究の主題「言語活動の充実を図り、確
かな言語能力を身に付ける学習の在り方」～身に
付けたい力を明確にした国語科単元づくり～達成
のために、アクティブ・ラーニングを意識した授業
改善に努める。②学習プロセスの確立と問題解
決学習の定着により、自ら主体的に学ぼうとする
意欲を育てる。③年間を通して、朝学習・朝読書
を進め、学ぶ姿勢の確立や学習意欲・読書意欲

①身に付けたい力を明確にした単元づくりがふ
だんの学年研の場でも意識されるようになっ
た。ペア学習・グループ学習の在り方について、
共通理解を図り、学びのスタイルの改善を図る
必要がある。②問題解決学習を核とする主体的
な学習展開が見られるようになってきたが、ま
だ教師間でばらつきが見られる。③週３回の読
書タイムはしっかりと定着してきた。並行読書を
意識した読書活動を一層進めていけるとよい。

確かな学力

①重点研究の研究主題「自己を深く見つめ、語り合う
道徳の時間」～ねらいとする価値に迫るための資料を
活用した４５分の授業展開～達成のために、じっくり考
え高め合い、次につながる確かな学び（主体的・対話
的で深い学び）を目指し、授業改善に努める。②学習
プロセスの確立と問題解決学習の定着により、自ら進
んで学ぼうとする意欲を育てる。③年間を通して、朝学
習・朝読書を進め、学ぶ姿勢の確立や学習意欲・読書
意欲の高揚と持続を図る。④算数科の授業研究を行

①特別な教科道徳の重点研究を通して、主体
的・対話的な深い学びを進めていくための授業
づくりについて視点をもった研究を深めることが
できた。児童が自ら課題をもって語り合う姿が見
られるようになってきた。②教師が与える課題で
はなく、児童が関心をもって追究したくなる問題
提示などを心がけてきた③司書と協力し、学習
との関連を図る並行読書の姿が日常化してき
た。④算数科の授業づくりの基礎基本の定着が

重点取組
分野

確かな学力

①重点研究の研究主題「自己を深く見つめ、語り合う
道徳の時間」～ねらいとする価値に迫るための資料を
活用した４５分の授業展開～達成のために、じっくり考
え高め合い、次につながる確かな学び（主体的・対話
的で深い学び）を目指し、授業改善に努める。②学習
プロセスの確立と問題解決学習の定着により、自ら進
んで学ぼうとする意欲を育てる。③年間を通して、朝学
習・朝読書を進め、学ぶ姿勢の確立や学習意欲・読書
意欲の高揚と持続を図る。④算数科の授業研究を行

総括
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健やかな体

①「早ね、早おき、朝ごはん、歯みがき、あいさつ
しっかりと！！！」を年間を通した合言葉とし、
日々、児童自らの生活を振り返り、「基本的な生
活習慣」の確立を図る。②「一校一実践運動」に
「陸上運動」を取り上げ、年間を通して体力向上に
励む。③全校児童全員の「歯みがき検査」Ａを目
指し、担任・養護教諭の指導・支援並びに家庭の
協力も得ながら、日々取り組む。

①朝会で児童がふりかえる機会をもち、食育や
定期的な歯磨き指導、あいさつの啓蒙を続けた
ことで、生活習慣をよりよくしようとする心が育っ
てきた。今後も継続して指導していきたい。②朝
練やなわとび月間などを年間を通して啓蒙・実
施し、児童が主体的に体力向上に取り組んでい
こうとする意欲が高まった。③歯磨き検査に向
けて全校で取り組んでいくことができていたの
で、結果にも数字となって表れ、平成２８年度神

健やかな体

①「早ね、早おき、朝ごはん、歯みがき、あいさつ　しっ
かりと！！！」を年間を通した合言葉とし、日々、児童
自らの生活を振り返り、「基本的な生活習慣」の確立を
図る。特に、「あいさつ」については、学年の取組、学
校全体での取組等により、明るく元気な学校づくりの推
進につなげる。②「一校一実践運動」に「陸上運動」を
取り上げ、年間を通して体力向上に励む。③全校児童
全員の「歯みがき」の充実を目指し、担任・養護教諭の
指導・支援並びに家庭の協力も得ながら、日々取り組

A

豊かな心

①道徳の授業研究による授業の充実により、児
童一人ひとりの道徳的実践力を育み、その習慣
化を図る。②主に特別活動においての「ペア学年
活動」を重視して、児童同士の「思いやりの心」や
「優しい心」を養う。③生活科や「横浜の時間」な
どで、人とのつながりを生かした学習を展開し、保
護者や地域住民とふれあう活動を大切にする。

①講師を招いての道徳の職員研修や授業を伴
う研究協議を通じて授業づくりの基本が身につ
いてきた１年になった。全校一斉の公開授業
は、保護者からも一定の評価が得られた。②ペ
ア学年での交流を計画的に継続して行ってきた
ことで、相手を意識し互いを思いやる心が育っ
てきた。ペア学年活動後の子どもの笑顔には、
満足感が感じられた。③生活科と「横浜の時間」
での農業体験等を中心に、全学年で地域や保

豊かな心

①道徳の授業研究による授業の充実により、児童一
人ひとりの道徳的実践力を育み、その習慣化を図る。
②主に特別活動においての「ペア学年活動」を重視し
て、児童同士の「思いやりの心」や「優しい心」を養う。
③生活科や「横浜の時間」の全体計画を再構築し、人
とのつながりを生かした学習を展開し、保護者や地域
住民とふれあう活動を大切にするとともに、内容の充
実を図る。

①朝会で児童がふりかえる機会をもち、食育や
定期的な歯磨き指導、あいさつの啓蒙を続けた
ことで、生活習慣をよりよくしようとする心が育っ
てきた。②今年度も多くの児童が自主的な参加
し体力の向上に努めた。大会への参加等もモチ
ベーションにつながっていた。③校内における
歯磨きの時間の習慣化はもちろん、家庭とも連
携を図ってきた。

A

①児童一人一人が道徳的な価値を教材から見
出し、教室の中で語り合う時間を大切にしてき
た。自らの経験と結び付けて考える機会が増え
てきたことで学びを実践する児童の姿が見られ
るようになってきた。②年間を通して継続して取
り組み、児童間の確かなつながりが生まれ思い
やりの心が育まれた。③学習活動全般で外部
の人や地域の方から学び、ふれあう活動を位置
付けてきた。

A

A

児童生徒
指導

①ヒガイチ（東市ヶ尾小）ルールブックを基に、「学校の
きまり」を全職員で共有し、指導に当たる。②毎月朝会
で、担当児童自らが生活等の目標あるいは振り返りを
全校児童の前で発表する活動を設定する。②児童会
活動を充実させ、児童主体の取組をより多く取り入れ、
児童の活躍の場を増やす。③「いじめは、しない、させ
ない、許さない。どんないじめも見逃さない。」の精神を
基に、だれもが安心して過ごせる場所を確保する。職
員のだれもが、児童に寄り添い、丁寧な指導を行う。

児童生徒
指導

①ヒガイチ（東市ヶ尾小）ルールブックを基に、「学
校のきまり」を全職員で共有し、指導に当たる。②
毎月朝会で、担当児童自らが生活等の目標ある
いは振り返りを全校児童の前で発表する活動を
設定する。③児童会活動を充実させ、児童主体
の取組をより多く取り入れ、児童の活躍の場を増
やす。④「いじめは、しない、させない、許さない。
どんないじめも見逃さない。」の精神を基に、だれ

①すべての職員がヒガイチルールブックを基に
して指導をすることができ、職員間の風通しが
よく、職場が明るい。②朝会で児童主体による
生活目標の発表と振り返りができたので、生活
目標に対すて心構えに、児童一人ひとりの主体
性が芽生えてきた。③年間を通じて児童自らが
計画し、どの活動も生き生きと取り決めていた。
④日ごろから児童一人一人に寄り添い、職員が
組織的にあるいは、チームで取り組む習慣が定
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活動を充実させ、児童主体の取組をより多く取り入れ、
児童の活躍の場を増やす。③「いじめは、しない、させ
ない、許さない。どんないじめも見逃さない。」の精神を
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特別支援
教育

①個別支援学級と一般学級の連携を密にするため
に、週案や学年通信による連絡の徹底や事前・事後の
打ち合わせを行う。②特別支援コーディネーターの連
絡調整により、個に応じた指導を図るための少人数指
導や個別指導などにより、児童に寄り添った指導を行
う。③全職員で「合理的配慮」に関する研修を行い、共
通理解を図り、指導に活かす。④関係機関あるいは外
部講師を招くなどして、児童一人ひとりの「福祉と人権」
等をテーマとした研修を行うなどして、職員の資質・能

特別支援
教育

①個別支援学級と一般学級の連携を密にするた
めに、週案や学年通信による連絡の徹底や事前・
事後の打ち合わせを行う。②特別支援コーディ
ネーターの連絡調整により、個に応じた指導を図
るための少人数指導や個別指導などにより、児
童に寄り添った指導を行う。③全職員で「合理的
配慮」に関する研修を行い、共通理解を図り、指
導に活かす。

①個別支援学級が学年研に参加したり、週案
による情報共有を日ごろから強く意識すること
ができた。②特別支援コーディネーターが、配
慮を要する児童の実態を正確に把握できたこと
で、個に応じた支援を途切れることなく行えるよ
うになってきた。ただし、人的配置の面で、十分
に満足できる指導はできなかった。③「合理的
配慮」に関する研修を通じて職員の意識が高
まった。特別支援委員会などで定期的に振り返

特別支援
教育

①個別支援学級と一般学級の連携を密にするため
に、週案や学年通信による連絡の徹底や事前・事後の
打ち合わせを行う。②特別支援コーディネーターの連
絡調整により、個に応じた指導を図るための少人数指
導や個別指導などにより、児童に寄り添った指導を行
う。③全職員で「合理的配慮」に関する研修を行い、共
通理解を図り、指導に活かす。④関係機関あるいは外
部講師を招くなどして、児童一人ひとりの「福祉と人権」
等をテーマとした研修を行うなどして、職員の資質・能
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地域連携

①学校・家庭・地域の協働関係による「国際交流教室」
や「農業体験学習」の継続・充実を図り、地域の方々と
のふれあいを最優先し、地域とともに歩むわがヒガイ
チを愛する心情を育てる。「もちつき」については、年度
当初から綿密な計画を立て、地域の方々や保護者と
の連携を図りながら進めていく。②学校・地域総合防
災訓練のさらなる充実を目指して、児童一人ひとりが
地域の一員であることを再認識させる。③幼保小交流
事業については、その内容の充実を図り、児童一人ひ

地域連携

①学校・家庭・地域の協働関係による「国際交流
教室」や「農業体験学習」の継続・充実を図り、地
域の方々とのふれあいも大切にし、地域とともに
歩むわがヒガイチを愛する心情をも育てたい。②
学校・地域総合防災訓練のさらなる充実を目指し
て、児童一人ひとりが地域の一員であることを再
認識させる。③全学年による幼保小交流事業の
充実を図り、「思いやりの心」や「優しい心」をも育

①28年度も全学年で地域との密接な交流活動
が行えた。こうした結果、学校アンケートでは
「自分が住んでいる地域が好きだ」と回答した児
童が「あてはまる」と「ややあてはまる」を合わせ
て100％となった。「もちつき」については、今年
度も地域のお力添えで、実施できた。②学校・
地域総合防災訓練への参加を通じて一人ひと
りが自分にできることを考える機会をもつことが
できた。③幼保小の交流が全学年で定着して、

地域連携

①学校・家庭・地域の協働関係による「国際交流教室」
や「農業体験学習」の継続・充実を図り、地域の方々と
のふれあいを最優先し、地域とともに歩むわがヒガイ
チを愛する心情を育てる。「もちつき」については、年度
当初から綿密な計画を立て、地域の方々や保護者と
の連携を図りながら進めていく。②学校・地域総合防
災訓練のさらなる充実を目指して、児童一人ひとりが
地域の一員であることを再認識させる。③幼保小交流
事業については、その内容の充実を図り、児童一人ひ
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ブロック内
相互評価
後の気付

き

きれいな校内環境で、先生同士のチームワーク、熱意を感じた。清掃をみんなが一生懸命やってい
る姿がよかった。集中できない子どもたちに巡回しながら声をかけて指導していた。教室の掲示に無
駄がなく、すっきりとしているので授業に集中しやすい環境だと思った。授業に集中しやすい、取り組
みやすい展開が工夫されていた。板書がとてもきれいで（字だけではなくレイアウトも）見やすかっ
た。黒板に本時のテーマが明示されていたのがよかった。子どもたちがのびのびと意見を出し合って
いた。一つの問題に対していろいろなやり方を考える算数の授業は本当に数学の力をつけることに
なるので、このような授業を多くしていただけるといいと思った。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

地域拠点防災総合訓練は、今年度も充実し、評価できる。中学生の参加もよい機会となっている。
・小中を見越した、各教科９年間のカリキュラムは、小中一貫教育の基本となるものなので、今年度
のものをベースにして、今後も引き続き再構築する中で、より実効性のあるものとしていきたい。
・今年度は、小学校間で、重点研究に参加し合うなど、近隣校と自校の研究を比較検討する中で、自
校の研究を深めることができ、小・中学校間、小・小学校間の職員同士の交流がさらに深まり、充実
した連携となった。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

②特別の教科道徳を通して、自己を見つ
め、より多面的・多角的に物事をとらえられ
る機会を多くもつことができた。③いじめ防
止の観点から定期的なアンケートを実施し
てきた。アンケートから見える児童の声を学
年で共有し、場合によっては声をかけ、聞
き取りを行うなど積極的な対応を行ってき
た。

いじめへの
対応

①児童の心の動きを捉えるため、カウンセリングスキ
ルに関する研修を行う。②「特別の教科道徳」におい
て、児童に自己を見つめ、より多面的・多角的にとら
え、自らの考えを深める力を育む学習の実践を図る。
③人権教育の中で、だれもが安心して豊かに生活でき
る学校づくりを進め、定期的な「アンケート」を実施し、
いじめの未然防止を図る。

いじめへの
対応

①児童の心の動きを捉えるため、カウンセリングスキ
ルに関する研修を行う。②「特別の教科道徳」におい
て、児童に自己を見つめ、より多面的・多角的にとら
え、自らの考えを深める力を育む学習の実践を図る。
③人権教育の中で、だれもが安心して豊かに生活でき
る学校づくりを進め、定期的な「アンケート」を実施し、
いじめの未然防止を図る。

人材育成・
組織運営

①計画的な校内研修を実施する中で、コンプライ
アンス、児童理解、いじめの早期発見や指導上の
留意点、危機管理対応能力など、教師力の向上
を図る。②組織の効果的運営を推進し、若手並び
にミドルリーダーの育成を目指し、メンターチーム
の研修等の充実を図る。③外部講師を招き、「教
師に望まれること」、や「授業前の教材研究」など
など、様々な点についての研修を行い、日々の実

①「いじめ」「ハラスメント」「コンプライアンス」
「児童理解」等の校内研修を計画的に実施して
きた。少人数での意見を交換する時間を十分
とったことで、一人一人が自覚することができ
た。②ミドルリーダーの支援のもと、若手が問題
意識をもって毎回課題を設定し研鑽してきた。
教育委員会指導主事による指導は、たいへん
効果的で、若手教職員の心に響き、メンター
チームの強化が図られた。③外部講師による研

人材育成・
組織運営

①計画的な校内研修を実施する中で、コンプライアン
ス、児童理解、いじめの早期発見や指導上の留意点、
危機管理対応能力など、教師力の向上を図る。②組織
の効果的運営を推進し、職員一人ひとりの役割を明確
にするなどして、若手並びにミドルリーダーの育成を図
る。③メンターチームの研修については、外部講師を
招き、「教師に望まれること」や「教材研究のあり方」な
ど、あらゆる点についての研修を行い、日々の実践に
活かし充実を図る。

①メンターチーム、重点研究、学年研で教材研
究に力を入れ、学年全体で授業力を高められ
た。危機管理研修も現場の対応力を高めるよい
機会となった。②中期学校経営方針
③メンターチームは、若手教諭が多い中で、授
業研究や学級経営をしていく上で大変有効な情
報交換、指導支援の場となっている。さらに活
発にしていくために定期的な勉強会・意見交換
会の場を設けていく。

人材育成・
組織運営

①計画的な校内研修を実施する中で、コンプライアン
ス、児童理解、いじめの早期発見や指導上の留意点、
危機管理対応能力など、教師力の向上を図る。②組織
の効果的運営を推進し、職員一人ひとりの役割を明確
にするなどして、若手並びにミドルリーダーの育成を図
る。③メンターチームの研修については、外部講師を
招き、「教師に望まれること」や「教材研究のあり方」な
ど、あらゆる点についての研修を行い、日々の実践に
活かし充実を図る。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

　「確かな学力」については、４年間の重点研究の成果により、おおよそ満足いく程度には、身に付いているものと考えられる。今後は、学
びのプロセスとスタイルの改善を図ることが求められ、「どうように学ぶか」については、「主体的・対話的で深い学び」になるようさらに研究
を深めていかなければならない。
　また、特別支援教育については、個別支援学級と一般学級の連携については、さらに交流を深め、個別支援学級の児童が、一般学級で
活動する時間をより多くとることが大事になってくるものと考える。そのためにも、教師間の共通理解が最優先されるので、引き続き、合同
の学年研究会を定期的に開く必要があるものと考える。
　人材育成については、さらに効果的な研修を継続的に実施するなどして、その実現を図り、組織力の強化を図ると同時に、今後もミドル
リーダーの育成に努めていき、学校運営の推進に寄与させたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

「確かな学力」については、児童と教師が一緒になって授業デザインする中で、学び方のプロセスを研究してきた。その結果、判断力、表現
力には、確かな成果が感じられる。ただし、理解力については、基礎的基本的事項の定着が求められる。そのためには、繰り返し学習や家
庭学習の定着と強化を図らなければならないと考える。
「健やかな体」については、本校が、ここ数年続けてきた、「一校一実践運動」（陸上運動）が今年も結果的に実を結んだ形となって表れた。
今後は、全校ランニングなどを取り入れて、さらに、体力の向上を図っていきたい。
「地域連携」については、農業体験学習（サツマイモづくり・米づくり）、餅つき、国際交流教室、地域防災拠点総合防災訓練、地域教育力
等、何年も継続できているが、毎年の振り返りの中で、改めるところを改めて、マンネリ化しないようにしなければならない。そのためには、
職員と地域の方々との事前の打ち合わせや児童の自主的な活動をより多く取り入れていくことなどが今後の課題となる。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

学校関係者
評価

自分の意見をはっきりと発表する力が全体的に高いと感じる。各行事を通じて学校と地域がよく連携
している。陸上や水泳などの大会で好成績を残している。朝の登校時に出会う子どもたちからは、学
校を楽しんでいる様子が伺える。学校のルールブックについては改めて保護者に意識づけをしたほ
うがよいだろう。総合の発表会では全学年で自分が説明すべき内容をしっかりと理解していた。「国
際交流教室」や「農業体験学習」「地域防災拠点訓練」等は地域連携にとてもいい内容だと思う。「豊
かな心」を目指して全職員が一丸となって取り組んでいることがわかる。

学校関係者
評価

地域との連携学習を積極的に楽しんで参加している児童が多いと感じます。学習発表会を通して、
少人数グループで課題に取り組み、調査考察してまとめ、個々の意見や感想が発表できる力が育っ
ていることを感じました。（学習面は）きめの細かい指導をされており、その成果が期待されます。地
域でも挨拶運動を継続していきます。一人一人に寄り添い、個に応じた積極的な指導・支援により児
童が心豊かに安心して過ごせていると感じます。いじめもこうした関わりの中から解決の糸口を見い
出すことができるのではないかと思います。

学校関係者
評価

B

B

A

①農業体験学習や国際交流教室を柱に、学年
ごとに地域・保護者とふれあいながら体験学習
を進めてきた。計画を進めるにあたっては協議
会を開き、地域の方がより参加しやすいように
心がけてきた。②地域拠点総合防災訓練に全
児童が参加し、地域の中での自分の役割を真
剣に考える機会をもつことができた。③幼保小
の交流は全学年に広がってきた。

①学年で行事を進めていく際に、個別支援学級
の児童や保護者の声を大切にしてきた。②特別
支援委員会で配慮を要する児童の情報を共有
しコーディネーターの適切な指示を仰ぎながら
一人一人への指導・支援を充実させてきた。③
該当する児童をもとに校内での実際的な合理
的配慮の在り方について考える機会をもった。
④教育センター青葉から講師を招き教室での特
別支援について考える機会をもった。

①年度当初に「学校のきまり」を全職員で共有
する時間を設けて学級指導にあたることができ
た。②児童が朝会で発表する取り組みを始めて
2年目になり、児童が具体的な生活目標を発表
したり振り返ったりする習慣が身に付いてきた。
③アンケートなども活用しながら職員一人一人
が児童の小さな変化も見逃さないように寄り
添って指導してきた。学年や専任との連携も図
れている。

健やかな体

①「早ね、早おき、朝ごはん、歯みがき、あいさつ　しっ
かりと！！！」を年間を通した合言葉とし、日々、児童
自らの生活を振り返り、「基本的な生活習慣」の確立を
図る。特に、「あいさつ」については、学年の取組、学
校全体での取組等により、明るく元気な学校づくりの推
進につなげる。②「一校一実践運動」に「陸上運動」を
取り上げ、年間を通して体力向上に励む。③全校児童
全員の「歯みがき」の充実を目指し、担任・養護教諭の
指導・支援並びに家庭の協力も得ながら、日々取り組

豊かな心

①道徳の授業研究による授業の充実により、児童一
人ひとりの道徳的実践力を育み、その習慣化を図る。
②主に特別活動においての「ペア学年活動」を重視し
て、児童同士の「思いやりの心」や「優しい心」を養う。
③生活科や「横浜の時間」の全体計画を再構築し、人
とのつながりを生かした学習を展開し、保護者や地域
住民とふれあう活動を大切にするとともに、内容の充
実を図る。


