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低学年から見合いや教え合いを意識した授
業を行った。高学年は、学年内で指導者を
入れかえ体育部が中心となって授業を行
い、技能を高めることができた。外遊びは、
今後さらに増やしていくために方策を考え
たい。長縄集会を２回実施したことで、長縄
に取り組む期間を確保することができた。
短縄の取組は、前に進めることができた。

豊かな心

・豊かな人間関係を築こうとする態度を育てるため
に、学校目標や児童会の『あいさついっぱい、しぜ
んがいっぱい、ともだちいっぱい』のテーマを軸に
成長しようとする思いを高める中で、互いを知り認
め合う活動をつくる。・児童会活動では、相手の立
場で考え、行動しようとする心を育てるために、異
学年が交流できる機会を計画的に設定する。

年間を通してペア学年との交流や６年生と
各学年との交流などを設定し、異年齢集団
による活動に自主的・意欲的に取り組める
ように支援したことで、学級、学年だけでな
く異学年との人間関係を深めることができ
た。あいさつ運動を児童会活動でも取り上
げ、近隣の企業とも連携することができた。
今後も継続して取り組む必要がある。

A

A

A

A

体験的な学習に取り組むために、地域の財
を活用したり、出前授業等を取り入れたりす
ることができた。HPを活用し、学校だよりや
学年だより、お知らせなどにて、学校経営
の周知を行った。学校教育目標に向けた普
段の学習の様子も伝えることができた。今
後は、保護者と情報を共有するためにさら
にHPの活用に力を入れていきたい。

子どもたちの思いを大切に議題の設定をし
たり、話合いを進めたりすることができた。
代表委員会の児童だけでなく、全児童が主
体的に学校の課題に気付き、よりよい学校
をつくっていく児童会活動になるように、縦
割り活動や代表委員会の議題、会の進め
方を工夫していく必要がある。

児童や保護者の相談に寄り添い、組織とし
て指導・育成にかかわるよう対応に努める
ことができた。いじめ防止基本方針を見直
し、HP上で公開をした。学校生活のきまり
や長期休業前の過ごし方について、紙面や
HP上で周知をした。保護者とルールやマ
ナーの共有を図った。地域生活でルールと
マナーを守ることが今後の課題である。

健やかな体

・体育学習では、見合いや教え合いを充実させる
ことで意欲や技能を高める。・休み時間の外遊び
を奨励したり、遊びを紹介したりするなど、いろい
ろな遊びに主体的に取り組めるようにする。・縄跳
びカードや学級の記録表などを活用し、継続して
長縄や短縄の活動に取り組めるようにする。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

・重点研究の社会・生活科の授業を通して、学年やブロック内で教材研究をして、教師の授業力の向
上を目指すと共に、子どもたち一人一人の思いや願いを核に授業展開を組み立てることもできた。少
しずつ子どもたち同士がかかわり合う姿が見られるようになってきた。今後も子どもの成長を語り合う
機会を多く設定し、次年度の教育活動につなげていきたい。
・特別活動を要として、様々な教育活動の中でよりよい学校生活や人間関係を築こうとする態度を育
てることができた。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

今年度は、中期学校経営方針に基づいた保護者や地域の学校評価、教職員の自己点検に努めた。
重点取組分野で学校を評価してもらうことで、本校の特色や目指す姿を共有するよう努めた。教職員
も重点取組分野から今年度の取組目標の設定、自己点検に取り組むことで、取組課題を意識した学
年・学級運営を行うことができた。今年度は、学校教育目標の見直しと合わせ、東戸塚小の目指す児
童の姿を再確認した。主体的な学びの姿がキーワードである。各教科や児童指導、保護者との連携
で、主体的な学びを目指していきたい。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

今年度は、学校教育目標の見直しに向けて、保護者や学校評議委員の方から学校評価アンケートに
答えて頂き、意見を集約し、見直しに向けて取り組んだ。本校の児童の実態と合わせて考えることで、
東戸塚小学校が目指す、主体的な学びや体力向上、人との関わりに取り組むことで、取組課題を意
識した学年・学級運営を行うことができた。来年度は、学校教育目標の見直しと合わせ、東戸塚小の
目指す主体的な学びの姿や健康体力の向上、人との関わりが高まるよう努めたい。

学校関係者
評価

・「子どもに生命や人権を尊重する意識や態度を育てようとする」項目については、学校の職員と保護
者の意識が、ずれている。そのため、評価もずれているところがある。もっと学校での取組を具体的に
分かりやすく発信していくことが大事である。
・学校評価について、「本校の児童は」という内容のアンケ－トでは、誰が対象なのかがよく分からな
いというご意見があったので、改めて、質問の内容についてもう一度、学校の方でも見直しをするよう
にしていきたい。
・保護者の方からあいさつをすると返ってくるので、互いにあいさつを交わすようにしていきたい。

学校関係者
評価

・図画工作科の研究「人とかかわりながら豊かに表現できる子どもたちの育成」では、自分らしい表現
ができる子どもの姿が見られ取組の成果を認めることができた。
・あいさつを通してよりよい生活を送ろうとしている点は、不十分であった。あいさつのよさや大切さを
感じられるように、あいさつ週間の設置、教職員の積極的なあいさつ等による全校の取組を継続して
ほしい。
・いじめの未然防止や対応について、学校の対応が分からない面がある。いじめへの対応が変化して
いるので、学校の取組が理解できるよう周知が必要である。

学校関係者
評価

・学校アンケートの内容を見ると、どの項目も良い評価となっている。だからこそ、いじめへの対応など
あまりよくない項目については、しっかり分析した上で取り組んでいくことが必要である。また、経年変
化をしっかり追っていきながら、来年度どうなっているかをそれぞれの学年でしっかり検証してほし
い。
・洋式トイレの整備や体育館の暖房設置など、地域防災拠点となっているにも関わらず、施設面で不
十分と感じるところがあるので、計画的に改善してもらいたい。

ブロック内
相互評価
後の気付き

「基礎的な知識及び技能の習得を基本に、主体的に学ぼうとする姿」「自己有用感を育て、自他の違
いを認め合うために積極的にコミュニケ-ションをとろうとする姿」「運動に親しみ、たくましく生きるため
の体力を向上させていこうとする姿」が舞岡中ブロックの9年間で育てる子どもの姿である。その姿に
向かって、小中相互の授業研究会、合同研修会や合同会議を通して、授業改善や指導力の向上を図
ることができた。また、9年間を見据えた円滑な「学びの連続性」を推進するために、小学校での学習
の在り方について研究を深めた。小中の作品交流や6年生の児童生徒交流、中学生の職業体験など
を通して、小中ブロックで共通理解を図り、連携して指導していくようにした。

ブロック内
相互評価
後の気付き

舞岡中ブロックで育てる子どもの姿を共有して、学校経営に取り組んだ。小中相互の授業研究会や合
同研修会を通して、主体的に学ぼうとする姿が各校で見ることができた。また、教師の授業改善や指
導力の向上、そのための小学校と中学校、地域の学校として情報共有を図ることができた。6年生の
児童生徒交流や中学生の職業体験などを通して、小中の子ども像を共有しながら、各校で学校生活
や人間関係を築こうとする態度を育てることができた。今後は、いじめ防止基本方針や学校のきまり、
地域での過ごし方など共有した内容をもとに、地域一体となった指導を目指したい。

ブロック内
相互評価
後の気付き

年２回の授業を伴う研究協議会を通して、ブロックテーマの「児童・生徒の主体的な学びを中心とした
言語活動の推進」について話し合い、舞岡中ブロックで育てる子どもの姿を共有することができた。小
中の学習内容を確認し学びの系統性を確認することで、新学習指導要領実施に向けて情報共有を図
ることもできた。グランドデザインの作成についての情報交換も行い、各校での取組が大変参考に
なった。６年生の児童生徒交流や中学生の職業体験など連携を深めながら、９年間で子どもを育てて
いくことを確認していきたい。今後も、地域と一体となった指導を続けていく。

低中高学年ブロック単位やいじめ防止対策
委員会にて、いじめの疑いのある児童も含
めて、把握して、いじめの対応や見守りを
行った。いじめにかかわらず管理職とも情
報共有を行い、組織として取り組んだ。道徳
のみならず、体育（保健）を通して、自己の
見つめ、命を大事にする指導を行った。

いじめへの
対応

・担任一人でいじめの問題を抱えず、いじめ防止
対策委員会を中心とした組織で対応する。・日ご
ろから児童の人間関係をとらえ、教科担任制等を
用いて、多くの教師で、児童間の関係を捉える。・
育てたい力を明確にした「特別の教科　道徳」の
実施や、児童指導において、相手の気持ちを考
え、社会のルール・マナーを守る気持ちを育む。

日常の見守りや定期的なアンケートをもと
に、いじめの早期発見・早期解決に取り組
んできた。解決に向けて、いじめ防止対策
委員会を中心とした組織で対応し、その後
の再発防止について見守りを行ってきた。
共感的・受容的な関係づくりとルールやマ
ナーを守り合う集団作りに引き続き取り組
んでいく。

保護者・
地域住民と
の連携

低学年：幼稚園・保育園交流を通して園児と交流
を深められるようにする。（まちのおみせやさん、
日立のドングリ）
中学年：エコ活動やお囃子、七輪体験を通して保
護者や地域の人とのかかわりをもつ。
高学年：稲作体験、ブリヂストン、日立見学を通し
て地域の人とかかわれるようにする。

「昔遊びを通して地域の方々とかかわること
ができた」「幼稚園・保育園交流を通して園
児と交流を深めた」「地域の財を活用しなが
らまち探検ができた」「野菜や米づくりのこ
つを教えてもらった」「学校だよりの写真か
らは子どもたちの成長がよく伝わってくる」
など、保護者・地域住民と連携しながら、子
どもたちの教育環境を豊かなものにするこ

いじめへの
対応

・低中高学年ブロック単位で児童の指導や支援に
あたる体制を組んでいる。
・「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を用意するように努める。

人材育成・
組織運営

・児童一人ひとりの思いが生かされるように、学年
主任を中心として、学年を基盤とした学校経営に
取り組む。
・メンタ－チ－ムを５年次以下の若手教職員を中
心に組織し、自分たちでテ－マを決めて研修を計
画的に行う。

児童一人ひとりの思いが生かされるように、
学年を基盤とした学校経営に取り組むこと
ができた。教材研究や職員研修を行い、互
いに切磋琢磨し合いながら、教育実践に生
かすための時間を取り入れていくようにし
た。年間計画に基づいて各分掌の振り返り
を行い、成果と課題を明確にしながら教育
活動に取り組むことができた。

人材育成・
組織運営

・児童一人ひとりの思いが生かされるように、学年
主任を中心として、学年を基盤とした学校経営に
取り組む。・メンタ－チ－ムを５年次以下の若手教
職員を中心に組織し、自分たちでテ－マを決めて
研修を計画的に行う。・道徳の教科化や英語教育
など学校全体で改正学習指導要領に基づいた指
導法・内容で授業実践ができるようにする。

学年でＰＤＣＡサイクルを大切にしながら、
児童一人ひとりの思いが生かされるように、
授業や行事にあたることができた。メンター
チームでは、計画的に授業研究・研修を行
い、指導力向上を目指せた。道徳は、指導
計画に基づき、指導内容や評価について情
報共有しながら授業実践ができた。

人材育成・
組織運営

・学年組織が円滑に機能するため学年研究会を
定期的に開催する。学年主任やサポート担当を中
心として、学年を基盤とした学校経営に取り組
む。・キャリアステージに応じる研修会を組織に位
置付けて計画的に実施する。組織的にかかわり
合いチーム力向上を目指す。・新学習指導要領に
基づく授業実践に向けて組織を立ち上げて計画
的に取り組む。

学年研究会を定期的に開催し、学年主任が
育成担当のサポートを受けながら学年経営
を円滑に進め、学年を基盤とした学校経営
に取り組んだ。メンターやミドルリーダー、育
成担当など、キャリアステージに応じる研修
会を実施し、チーム力を向上させることがで
きた。教育課程部会を立ち上げ、計画的に
取り組みを進めている。

保護者・地
域住民との
連携

・地域を訪れたり地区の出前授業を活用したりし
て、子どもの実生活に密着した体験的な学習を行
う。・学校だよりやHPを活用して、学校経営のねら
いや活動の様子、子どもの変容等を発信する。・
HPを活用して、日々の児童の様子を伝え、児童の
健全育成に向けて、保護者・地域との連携を図
る。

各学年、年間指導計画に沿って、体験的な
学習や地域の財を活用する取り組みが行
えた。学校だよりでは、各学年や学校全体
の教育活動の周知ができた。中期学校経
営方針の保護者アンケートも実施し、結果
の周知も行った。今後は、学校教育目標の
見直しの為に結果を生かし、発信をしていく
予定である。

特別活動

・ＴＶ代表委員会を視聴することで児童が活動の
意義を理解し、臨めるようにする。話し合いの進め
方や発言の仕方を学び、学級の話し合いに生か
すことができるようにする。
・特活部からのワークシートを活用し、ＰＤＣＡサイ
クルを積み重ね、児童会活動へ主体的に取り組
むことができるようにし、全職員で児童の活躍を称
賛していく。

・代表委員会をテレビで視聴することによって、
よりよい話し合いの進め方や発言の仕方を各ク
ラスで学ぶことができた。しかし、機材の問題は
あるので、より話合いに集中できる環境にしてい
きたい。
・特活部から出されるワークシートを活用し、ど
のクラスでも児童会活動へ主体的に取り組む態
度を育てることができた。今後も、よりよい学校
をつくっていこうとする子どもたちの態度を高め

保護者・
地域住民と
の連携

・地域を訪れたり地区の出前授業を活用したりし
て、子どもの実生活に密着した体験的な学習を行
う。
・HPや学校だよりを活用して、特別活動を柱とした
学校経営のねらいや活動の様子、変容等を発信
していく。

AA

キャリア教
育

・集団や自己の課題を解決するとともに、日常の
生活を向上しようとする態度を育てるために、「み
んなが笑顔になれる学校をつくろうの会」の活動
への参画意識を高める。代表委員会、学年、学級
の話合い活動に取り組む。・高学年のリーダー
シップを育てるとともに、互いの多様な思いや考え
の良さを生かして協働する縦割り活動の場を設定
する。

「つくろうの会」では、委員会活動を振り返る
ことで、学校をよりよくする意欲を高めること
ができた。代表委員会では、どの議題を設
定するか、進めるか、担当教員と子どもた
ちで話し合い、進めることができた。話し
合った内容を全校に発信する必要がある。
縦割り活動では、ペア学年をかえたことで
活動しやすくすることができた。

児童・生徒
指導

・保護者と連携しながら、児童の指導・育成にかか
わる情報を職員会議やいじめ防止対策委員会等
で全職員で共有する。また、幼保小中と連携した
りして、よりよい教育環境の整備に取り組む。
・学校のきまりを明確にして、ルールやマナーなど
を理解・順守する気持ちをはぐぐむ。

・児童の行動には、理由があり、その思い
や訴えに寄り添うことができた。情報の共有
が必要なことは、保護者と連携しながら、児
童の健全育成に取り組むことができた。。
・学校で学ぶルールやマナーは、社会の
ルールでもあることを念頭に置き、全体指
導やクラス指導できまりを守る気持ちをはぐ
くむことができた。

キャリア教
育

・代表委員会では、話し合いの仕方や会議の進め
方の基礎・基本を丁寧に指導し、建設的な話し合
いができるようにする。また、子どもたちの思いを
大切に活動を作り上げていくことで、一人ひとりが
自分たちの日常を振り返り、進んでよりよい学校
生活を送ろうとする意識を高めていく。

BB

児童・生徒
指導

・児童や保護者の不安や相談について、児童の
指導・育成にかかわる情報を学年会議や職員会
議、いじめ防止対策委員会等で全職員で共有す
る。また、幼保小中と連携し、よりよい教育環境の
整備を図る。・気持ちよい学校生活づくりのための
きまりを保護者とも共有して、ルールやマナーなど
を理解・順守する気持ちを育む。

児童指導・育成に関わる情報を職員で共有
しながら、指導の方針を立て、対応してき
た。保護者の相談や児童の見取りから、不
安や課題の解消・解決に向けて、児童のア
セスメントや機関連携等を活用しながら組
織的な対応を心掛けてきた。規範意識の醸
成については、更に職員の共通理解を図
り、一貫した指導を行っていく。

教育課程・
学習指導

・「子どもが主体的に学ぶ」ということについて、研
究授業などを通して、教職員間で問題意識をもつ
ことができるようにする。
・課題解決学習の具現化を目指し、思考したことを
ノ－トに分かりやすく書く指導など工夫しながら
授業実践を積み重ねることができるようにする。

「学習問題の設定や提示方法の工夫とは?」
「個に応じた支援とは?」「しっかり教え、しっ
かり引き出す指導とは?」「考えることが楽し
い授業とは?」など「子どもが主体的に学ぶ」
ということについて、教師間で問題意識をも
つことができた。発達段階に応じた問題解
決学習の具現化を目指し、授業実践を積み
重ねることができた。

児童・生徒
指導

・児童や保護者の不安や相談について、児童の
指導・育成にかかわる情報を学年会議や職員会
議、いじめ防止対策委員会等で全職員で共有す
る。また、幼保小中と連携し、よりよい教育環境の
整備を図る。・学校のきまりを保護者とも共有し
て、ルールやマナーなどを理解・順守する気持ち
をはぐぐむ。

BA

健やかな体

・体育学習において、運動量を増やし、記録が伸
びたりできることが増えたりするようにしていくこと
で、運動の楽しさを感じられるようにする。また、休
み時間の外遊びを奨励していく。
・一校一実践運動に「縄跳び」を取り上げ、長縄集
会に向けて継続的に練習に取り組むことで、体力
の向上に励む。

・体育学習の中で、多くの学年が運動量を
増やすことができた。少しずつ、運動の楽し
さを感じられる子どもが増えてきた。
・各クラスで、実行委員などを中心に、子ど
もたちが進んで長縄の練習に取り組み、体
力の向上につながった。集会が終わると、
一気に取り組まなくなっててしまうところが
今後の課題である。

健やかな体

・体育学習において、運動量を増やしつつ運動の
質を高め、記録が伸びたりできることが増えたりす
るようにしていくことで、運動の楽しさを感じられる
ようにする。また、休み時間の外遊びを奨励して
いく。・長縄集会に向けた取り組みを充実させると
ともに、短縄にも継続して取り組むことで、体力の
向上に励む。

B

豊かな心

児童会や学年の活動に向かって目指す姿を話し
合いスローガン等を設定し、実行委員等一人ひと
りが活躍する場を設定する。また、ロング昼休み
を生かし集会に取り組む機会を設定し、計画づくり
や役割分担を通して豊かな人間関係を築こうとす
る態度を育てる。人権週間では低中高ブロックご
とに人権について発達に応じた学びを設定し、意
識を高める。

・児童会や学年の活動に向かって目指す姿を話
し合いスローガン等を設定し、実行委員等一人
ひとりが活躍する場を設定することができた。ま
た、ロング昼休みを生かし集会に取り組む機会
を設定し、計画づくりや役割分担を通して豊かな
人間関係を築こうとする態度を育てることができ
た。人権週間では低中高ブロックごとにテーマを
決めて学習し、人権意識を高めることができた。

豊かな心

・学級目標を軸に学級として成長しようとする思い
を高めていく中で、互いを知り、認め合う場をつく
り、豊かな人間関係を築いていこうとする態度を
育てる。・児童会活動では、異学年が交流できる
機会を設定し、相手の立場で考え、行動しようとす
る心を育てる。人権週間には、発達段階に応じて
相手を理解し、大切にしようとする意識を高めてい
く。

学年で同じ場を使うことで、準備や片付け
の時間を減らし、運動時間を増やすことが
できた。運動時間を増やしたことで、習得す
ることが増え、運動の楽しさを感じることや
外遊びの増加につながった。休み時間に継
続して長縄の練習に取り組んだことで、体
力の向上につながった。短縄を全校で取り
組んでいくことは、今後の課題である。

A

児童会や学年活動のスローガンを設定し、
実行委員が活躍する場を設定することがで
きた。ロング昼休みを生かして集会に取り
組む機会を設定し、活動計画や役割分担を
通して豊かな人間関係を築こうとする態度
を育てることができた。人権週間では、低中
高ブロックごとにテーマを決めて学習し、人
権意識を高めることができた。

A

A

総括

A

具体的取組 自己評価結果 具体的取組 自己評価結果 具体的取組

確かな学力

・生活科・社会科の重点研究で「考えることが楽し
い授業づくり」を視点に、問題意識をもたせ、問題
解決学習の指導の工夫を図ることで主体的に学
ぶ子どもが育つようにする。
・自分のよさを見つめ、自分の考えを表現すること
を通して、かかわり合う力を高めていくことができ
るようにする。

重点研究では、教師が子どもにとって魅力
的な材を開発し、出合わせ方を工夫するこ
とで、子どもたちが意欲的に問題解決学習
に取り組むことができた。自ら進んで調べ
学習をしたり、発言をつなげていったりする
姿が見られ、主体的な学びや、かかわり合
いながら高めていく学びができ、学習成果
を上げることができた。

確かな学力

・重点研究で「自分らしく表現することを楽しむ図
画工作科の授業づくり」を視点とする。身に付けた
い力を明確にし、できるようになったことが実感で
きる学習指導を工夫することにより「自分らしく表
現することが楽しい授業」となり、主体的に学ぶ子
どもが育つようにする。・自分のよさを見つめ、人
とかかわりながら豊かに表現できるようにする。

教師が毎時間子どもたちに身に付けさせた
い資質・能力を明確にして授業を行うこと
で、子どもたちは、学習に見通しをもつこと
ができ、意欲的に活動することができた。場
の工夫や鑑賞タイムの設定により友達の表
現に学んだり、自分の表現のよさに自信を
もったりすることもでき、豊かな表現につな
がっていった。

重点取組
分野

確かな学力

・「主体的に学び合い、考えを広げる子ども」を目
指して国語科を核にして授業研究を進める。①身
に付ける資質・能力を明確にする②子どもの思い
を生かした課題を設定する③学びの過程を大切
にする３つの視点で、全職員が授業改善に取り組
む。・子どもが自ら進んで読書する読書活動のた
めに図書館の環境、読書時間の充実を図る。

研究テーマを意識し、学年や部会で協働し
て一人一回の授業研究に取り組んだ。授業
研を通してカリマネの見方、身に付ける資
質・能力等を学ぶことができた。子どもの思
いが課題設定や学習計画に反映できるよう
に授業に取り組んだ。主体的に学び、対話
や伝合いを通して自分の考えを深め合う活
動を大切にした。読書時間を充実させた。

総括

AA
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重点取組
分野

平成２８年度 重点取組
分野

平成２９年度 平成３０年度

自己評価結果
総括


