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令和 2

①テレビ朝会のため気の緩みもあったが、礼
をしたり、姿勢を整えながら話を聴いている。
②5年生で一部教科担任制を導入したり、学年
で教材研究の方向性を確認したりしながら、児
童の実態に応じた指導の工夫をすることがで
きた。③生活科や総合的な学習の時間を中心
に、主体的・対話的な力をつけている。

B 確かな学力

①朝会や日頃の学習を通して、人の話をしっかり
と聴く態度を育てます。②これまでの学習の様子
や日頃の学習の習熟度をもとに、児童の実態に
合った指導方法の工夫をしていきます。③子ども
の学習への意欲を高めて、主体的・対話的な学
習を積極的に取り入れ、児童の学びを深めていき
ます。

確かな学力

①朝会や集会などを活用して、人の話をしっかり
と聴く態度を育てます。②学習状況調査の結果を
活用し、児童の実態に合った指導方法の工夫をし
ていきます。③各教科等で、子どもの学習への本
気度を上げ、主体的・対話的な学習を積極的に取
り入れ、児童の学びを深めていきます。

・学習でも朝会でも聞く態度がとても育ってい
る。話の内容を自分事として受け止められるよ
うにさらに指導を続けていく。生活科、総合的
な学習の時間では、子どもの本気度を上げる
ことができた。他教科でも本気度が上がるよう
に、常に工夫してくことを心がける。

B 確かな学力

①朝会や日頃の学習を通して、人の話を聴く態度
を育てます。②学習状況調査の結果をもとに、児
童の実態に合った指導方法の工夫をしていきま
す。③子どもの学習への意欲を高めて、主体的・
対話的な学習を積極的に取り入れ、児童の学び
を深めていきます。

①チームで児童をみとることで、児童の実態を
把握し、連携して支援や指導をできている。
「だれもが」にさらに近づくように継続して目指
す。②生活科・総合的な学習の時間を中心
に、他教科でも本物にふれたり、体験をしたり
する活動を取り入れることができた。

B 豊かな心

①一人ひとりを大切にし、だれもが安心して生活
できる温かい雰囲気づくりをめざします。②本物
に触れる体験的な活動を取り入れることで、豊か
な感性を育てます。③道徳科の実践を重ね、道徳
的な判断力、心情、実践意欲と態度を育みます。

豊かな心

①子どもたち一人ひとりを大切にし、だれもが安
心して生活できる温かい雰囲気の学級づくりを目
指します。②様々な学習で、本物にふれる体験活
動を取り入れていきます。③道徳の時間を充実さ
せ、年に１回以上は保護者に公開します。

・どの教科でも「本物」にふれることを通した学
びとなるよう心がけることができた。児童アン
ケートでも、７割以上の子が学校が楽しいと答
えていて、安心して生活していることが伺え
る。道徳は、さらに教材研究を深めてさらに充
実を図っていく。

B 豊かな心

①一人ひとりを大切にし、だれもが安心して生活
できる温かい雰囲気の学年・学級づくりをめざしま
す。②様々な学習で、本物にふれる体験活動を
取り入れていきます。③道徳科を、年に1回以上
は保護者に公開し、実践を重ね、道徳的な判断
力、心情、実践意欲と態度を育みます。

①縄跳びタイムを何年を続けてきたことや運動
会の種目にしたこともあり、運動に親しむ児童
が増えてきた。休み時間には、校庭に出て体
を動かすよう声をかけている。年２回の学校保
健委員会はできなかったが、健康委員が感染
症予防の提案をし、全校で健康について考え
ることができた。

B 健やかな体

①縄跳びタイムを週に１回設定し、体力の向上を
図ります。②給食の時間に食育指導を行い、食育
を推進していきます。③学校保健委員会を全校で
年２回行い、児童の健康に対する意識を高める
取り組みを行います。

健やかな体

①昼食後の歯磨きタイムや「わくわく健康ランド週
間」、全校健康集会などを実施し、健康教育の充
実を図っていきます。②栄養教諭が給食を共に食
べながら給食指導を充実させ、食育を推進してい
きます。③一校一実践運動の取組で、縄跳びタイ
ムやスポーツタイムを設定し、体力の向上を図っ
ていきます。

・食べる時間がかかり、歯磨きの時間を十分に
とれない児童もいた。栄養教諭が各クラスを
回って様子や残食の状況を確認することがで
きた。計画的に食に関する指導を進められると
さらによい。運動委員の取組がよく、運動する
児童の姿も見られた。

B 健やかな体

①縄跳びタイムやスポーツタイムを設定し、体力
の向上を図ります。②月に1回程度、たてわりグ
ループやペア学年で楽しく運動に親しむ時間を設
定し、健康に過ごすための土台づくりに努めま
す。③学校保健委員会を年2回行い、児童の健康
に対する意識を高める取組を行います。

①学年研を密に行い、児童の共通理解をし、
指導の方向性を確認することで一貫した指導
をすることができた。②本町スタンダードを確
認しながら指導をしているが、徹底できていな
いこともある。③職員であいさつプロジェクトを
立ち上げ具体的な取組を行うことであいさつを
する児童が増えた。

B 児童指導

①組織的な関わりができるよう、学年研を充実し
たり、月に１回児童指導全体会を行ったりします。
②「本町スタンダード」を活用し、学校と家庭が共
通理解のもと指導を行います。③友達や教職員、
来校者に進んで気持ちのよいあいさつができるよ
う取り組みます。

児童指導

①組織的な関わりができるよう、月1回児童理解
研修を行います。②「本町スタンダード」を活用し、
学校と家庭が共通理解のもと指導を行います。③
学年研究会を充実し、児童理解と具体的な対応
を組織的に行います。④気持ちよいあいさつを励
行し、友達や保護者、地域の人たちと進んでコ
ミュニケーションを図ります。

・児童理解研修は、２か月に１回行っている。
他学年の様子も共有できるとよい。本町スタン
ダードは、毎年繰り返し確認することを大事に
する。家庭にも伝わるような工夫をしていく。来
校者や線背に自分から挨拶できるようにして
いく必要がある。

B 児童指導

①組織的な関わりができるよう、学年研を充実し
たり、２か月に１回児童指導全体会を行ったりしま
す。②「本町スタンダード」を活用し、学校と家庭
が共通理解のもと指導を行います。③友達や教
職員、来校者に進んで気持ちのよいあいさつがで
きるよう取り組みます。

①チャレンジ教室を利用している児童について
職員同士で連携し個に応じた指導ができてい
る。②外国につながる児童についても、国際教
室の支援もあり、児童だけでなく保護者との連
携も高まっている。③年度当初に共有する時
間を設けることで、一人一人の現状をとらえる
ことができた。

A
特別支援
教育

①学習の支援が必要な子どもについて、個別の支援計画を
もとに保護者の意向を確認しながら、週1回の個別指導を行
います。②外国籍、外国につながる子の実態に応じ、国際教
室での学習を充実します。③個別支援学級や国際教室に在
籍す児童について職員全体で共通理解を図り、指導や支援
に生かすために適宜情報共有をしたり、定例会及び必要に
応じて研修会を行ったりします。

特別支援
教育

①特別な支援が必要な子どもについて、保護者
の意向を確認しながら、週１回の個別指導を行い
ます。②外国籍、外国につながる子の実態に応じ
た国際教室での学習を充実していきます。③個別
支援学級や国際教室に在籍する児童について職
員全体で共通理解を図り、指導や支援に生かす
ために定例会及び必要に応じて研修会を行いま

・チャレンジ教室や国際教室に通っている児童
は、学習の成果が見られ、自信につながって
いる。チャレンジ教室の間口を広げて、より多く
の希望に答えられるようにすることが必要であ
る。様々なニーズに対応できるように今後も職
員で研鑽を積んでいく。

B
特別支援
教育

①学習の支援が必要な子どもについて、保護者
の意向を確認しながら、個別に指導するチャレン
ジ教室を行います。②外国につながる子の実態
に応じ、国際教室での学習を充実します。③個別
学習教室や国際教室に在籍する児童について職
員全体で共通理解する機会を設定します。

①学校運営協議会を通して、様々な立場や視
点から学校をみつめることができた。また、学
校に関わる方々を知るよい機会になった。②
本物との関わりを通して、児童だけでは気付け
ないことにも気付くことができて、学びが深まっ
た。まちとかかかわりたいという思いをもつ児
童が多い。

B 地域連携

①学校運営協議会と連携し、地域の教育力を生
かしながら学校運営力を高めます。②様々な教育
活動の中で地域の方や専門家、関連機関と関わ
る学びを展開し、社会に開かれた教育課程を創
造・実践していきます。③幼保との情報交換を密
に行ったり、スタートカリキュラムを充実したりし
て、幼保小のスムーズな接続を図ります。

地域連携

①月に一度のＰＴＡ常任委員会に必ず参加しま
す。②桜祭り、野毛大道芸、馬車道祭りなどの地
域行事に特別クラブの参加を通して積極的に関
わります。③生活科・総合的な学習の時間を中心
に様々な教育活動の中で地域の方や専門家、関
連機関と関わる学びを展開し、社会に開かれた教
育課程を創造・実践していきます。

・月に一度のＰＴＡ常任委員会に参加して、ＰＴ
Ａとの連携を図ることができた。地域行事に積
極的に参加して地域と関わることができた。生
活科、総合的な学習の時間では、地域の方や
専門家と関わり、社会に開かれた教育課程を
創造・実践することができた。

B 地域連携

①学校運営協議会を開設し、地域の教育力を生
かしながら学校運営力を高めます。②様々な教育
活動の中で地域の方や専門家、関連機関と関わ
る学びを展開し、社会に開かれた教育課程を創
造・実践していきます。③土曜参観や保育参観の
機会を活用し、幼保との関わりをもちます。

①いじめ防止対策委員会で、学年の様子を確
認できたり、対応策を話し合ったりしている。い
じめ認知された案件については、全体で共有
できるとよい。気になることがあったときに、学
年や専任など職員間で共有しやすい雰囲気が
あることで安心して対応できた。

B
いじめへの
対応

①月１回定期的にいじめ防止対策委員会を実施
し、認知された案件の経過確認を丁寧に行うこと
で再発防止に努めます。②年２回のいじめアン
ケートと日常の児童理解の中で、些細な変化を見
逃さない体制づくりをします。

いじめへの
対応

①月１回定期的にいじめ防止対策委員会を実施
し、認知された案件の経過確認をていねいに行う
ことで再発防止に努める。②年３回のいじめ防止
研修を実施して、全教職員のいじめに対するアン
テナを高くするとともに、年３回の児童アンケート
により些細な変化を見逃さない体制づくりをする。

・毎月1回いじめ防止対策委員会を実施し、い
じめや問題行動の実態を把握することができ
た。いじめアンケートは年に２回実施し、共通
理解を図ることができた。学年研でも、クラス
の児童について話をする時間を作り、児童理
解ノートに記録し、共有することができた。

B
いじめへの
対応

①月１回定期的にいじめ防止対策委員会を実施
し、認知された案件の経過確認を丁寧に行うこと
で再発防止に努めます。②年２回のいじめアン
ケートと日常の児童理解の中で、些細な変化を見
逃さない体制づくりをします。

ブロック内
評価後の
気付き

「９年間で育てたい資質能力」をブロック校で共通理解することにより、子どもの成長を同じ視点からとら
えることができた。また、それをもとに、自校の育てたい資質能力も明確にもつことができた。小中連絡
会では、ブロック校の教務主任が集まり、各行事の確認や児童の情報交換を行うことができた。外国に
つながる児童が多いブロックなので、多文化共生を大きなテーマとして、情報交換を行った。また、学習
指導要領の全面改定に向けて教育課程編成についても意見交換がされた。小中交流会や合唱祭を通
して、スムーズな接続に向けての取組も実現した。

ブロック内
評価後の
気付き

中学校の新学習指導要領完全実施に向けて、年間計画や行事などの見直し・改善について情報交換を
行った。小中のスムーズな接続のために、どんな取組ができるのか今後も探っていきたい。今年度は、
小中交流が行えなかったので、中学校の生徒会が中心となり、中学校生活についての動画を作成し、6
年生に見せることになった。直接は関われなかったが、入学後の見通しをもち安心することにつながっ
た。外国籍や外国につながる児童が多いブロックである。児童や保護者の多様性に対応するために、情
報交換を行ったり、個別の教育支援計画を作成し、個に応じた指導を心掛けている。

ブロック内
評価後の
気付き

①リーダーが中心となり、計画を立てて実践力
を高めていった。校内の教諭が講師となり、学
習指導、生活指導について研修を行い、実践
力を高めることができている。②学年で教材研
究を行ったり、授業を見合ったりすることがで
きた。③休憩休息の時間の確保ができてい
る。会議の時間短縮を一層進めたい。

A

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①メンターチームで年間の研修計画を立てて、学
習指導、生活指導の実践力を高めていきます。②
日常的に授業を見合ったり、教材研究を学年で
行ったりして、協働的に指導力向上に向けた取組
を行います。③高学年でチーム学年経営を実施
し、チームマネージャーを中心とした学年経営に
より、ワークライフバランスを推進します。

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①月１回のメンターチームを充実させ、授業参観を通して学
習指導、生活指導の実践力を高めていきます。②全教職員
の危機管理意識や対応能力の向上のため、児童支援専任を
核にしながら必要に応じて研修を実施します。③職員室アシ
スタントを有効に活用し、職員の負担を軽減します。④運営
委員会の資料を事前に配付し会議の時間を短縮したり、職
員会議の資料をデータ化したりして、会議の時間を短縮しま
す。

・メンター研修は毎月行うことはできなかった
が、リーダーを中心にメンバーの関心に合わ
せて研修を行うことができた。。打ち合わせや
職員会議などが軽減されてよかった。職員室
アシスタントを活用することで負担軽減をして
いる。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①メンターチームで年間の研修計画を立てて、学
習指導、生活指導の実践力を高めていきます。②
日常的に授業を見合ったり、教材研究を学年で
行ったりして、協働的に指導力向上に向けた取組
を行います。③職員の働き方の現状を把握し、休
憩休息の時間を確保できるように会議の進め方
を工夫します。

中期取組
目標
振り返り

児童一人ひとりに応じた丁寧な指導を心がけて、だれもが安心して生活できる学校づくりを進めることが
できた。特に、生活科、総合的な学習の時間を中心に、本物と繰り返し関わりながら、児童が生き生きと
主体的に学ぶ姿が見られ、問題解決的な学習の充実を図ることができた。挨拶は、いつも課題になって
いるが、地域の方との関わりも増えて、児童や保護者の意識も年々高まっている。豊かな心を育む上で
も、今後も継続して取り組んでいきたい。来年度、学校運営協議会が開設される。委員の方と職員が関
わる機会を設けて、教育活動の充実を図っていきたい。

中期取組
目標
振り返り

様々な授業で児童が能動的に聴く姿が見られた。本物との関わりや体験的な活動を充実することで、児
童の主体的に学ぶ態度が高まっている。児童や保護者は年々多様になっており、対応も複雑になって
いる中で、専任や専科、学年での連携を密にし、チームで対応できるよう体制を組んでいる。児童はお
おむね安心して生活することができている。さらに「だれもが」といえるように、チーム本町で取り組んで
いきたい。学校運営協議会の委員と職員が本町小学校のよさと課題について話し合う機会を設けて、よ
いつながりができた。今後も積極的に学校運営に関わっていただけるように連携を図っていきたい。

中期取組
目標
振り返り

学校関係者
評価

あいさつは、顔なじみになることが大切。生活科や総合的な学習の時間でかかわった子ども達が、よく
声をかけてくれている。インタビューや質問にきた子どもの、内容がとても濃くて驚いている。学習が充実
しているのを感じている。キッズクラブには、虫かごや虫網を持ってくる子どもが昨年と比べてもとても増
えた。学校の報告を聞いて、生活科等の学習が充実しているのだろうと納得できた。地域の防災訓練に
は、子どものうちから防災の知識や意識を高めていくことが大切である。
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11月に行われた学校運営協議会に参加して、学校と地域と保護者一体となって子どもたちのことを真剣
に考えていこうとする姿に感動した。資料が多いので、エビデンスを明記し、それをどう評価するかを明
確にしたい。本年度の取組にしぼり、その結果がどうなのかもう少し焦点化してはどうか。会議の効率化
には、時間創出という皆の意識が重要だと思う。新型コロナウィルス感染拡大防止に緊張が続いている
が、児童が笑顔で学校生活ができていることに安心する。校長先生、各先生、職員みなさまのチーム
ワークと対応に感謝している。
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