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①用具や資料の充実を図り、全校を通じて体育
科の学習を向上させることができた全校で指導
の系統性をもって授業ができるとさらに良い。
②体力テストの意識調査から、運動の楽しさを
味わえる児童を増やすことが大切だと考え、ス
ポーツイベントや長縄チャレンジなどの行事を充
実させることができた。
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A
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・ホームページ作成研修も行ったがシステムの
不具合もあり十分ではなかった。学校だよりなど
を通して地域に向けた行事等の発信は意識的
に取り組むことができた。星の子懇話会を定期
的に実施し学校の方針を伝えたり、地域の方の
意見を聞いたりしながら連携を深めることができ
た。

「学校生活のきまり」の掲示と共に、職員用冊子
を作り、全校で共通した指導ができるようにし
た。きまりが、より徹底されるように、次年度は
指導したい。児童会活動として、いじめ防止のポ
スターを作成する等、児童発信の取り組みを
行った。職員間での情報交換は職員会議等を
中心として常に心掛けた。

毎月職員会議後、教職員で配慮を要する
児童の共通理解を図った。今年度も、難聴
言語通級指導教室の学校支援制度を利用
し、専門的な指導・助言を受ける機会を設
けた。児童の実態と保護者のニーズに応
じ、できる範囲で個別学習支援を行った。

健やかな体

①体育科学習では用具や設備などを充実させ、
基本的な動きや技を身につけられるようにする。
学習に対する見通しや自分に合っためあてをも
ち、意欲的に取り組めるようにする。
②体力テストの結果等をもとに体力向上の取り組
みを検討し、目標をより明確にしたうえで、体育部
や運動委員会を中心に体育行事を実施する。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

３か年計画の初年度は各分野において取組目標に沿って具体的に取り組むことがおおむねできた。
特に今年度は創立５０周年という大きな節目となる一年であり、記念式典をはじめとする各事業を、保
護者や地域の方々など多くの皆さんのご協力のもと成功させることができ、地域連携という点におい
ては充実した一年となった。それ以外の分野においては組織として取り組み成果をあげられたもの
と、取り組み方に個人差が見られるものがあった。今後も指導が児童の中に浸透するには職員が同
じ意識をもち、一丸となって継続的に取り組まなければならない。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

３か年計画の２年目に当たる今年度も、昨年度に続き各分野において取組目標に沿って取り組むこと
がおおむねできた。周年行事関連の取組がなくなったこと以外は、ほぼ昨年の取組を継続した形と
なったがこれまでの成果を継承しつつ児童一人一人に寄り添った学校運営を進められた。学力面で
は学力向上委員会が中心となり学校全体の基礎学力向上を目指した取組も始まったがまだ途上にあ
る。教師一人一人の授業力向上も課題といえる。経験の少ない教員が増える状況は今後も続く。
ハード面での整備だけでなく、人材育成を柱とするソフト面の向上が今後の課題である。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

３か年計画の最終年に当たる今年度は、大きな変更点はないものの、これまでの２年間の反省を生かして各分
野において取組目標に沿って実践した。内容的にはほぼ昨年の取組を継続した形となったが、これまでの成果
を継承しつつ児童一人一人に寄り添った学校運営を進めることができた。学力面では学力向上委員会が中心と
なり昨年度に引き続き学校全体の基礎学力向上を目指したがまだ途上にある。教師一人一人の授業力向上な
ど人材育成を組織的に進める必要もあるが、新学習指導要領の完全実施を目前に控え、これからの上星川小
学校の子どもたちに求められる資質・能力を身に付けられる教育課程の作成が今後の課題である。

学校関係者
評価

　地域では学年関係なく仲よく遊んでいる姿が見られ、素直な子が多い。声かけをしていくことで挨拶もよくする
ようになっている。しかし一方で登校班や放課後の様子を見ているとゲーム中心の関係も見られ心の通った友
達関係が希薄になっている面もある。現状では心配していないものの今後も命の大切さやいじめに対する指導
をしっかりしてほしい。事象そのもので判断するのではなく事の本質を見極め、絶対に起こらないようにしてほし
い。学状の結果は全国や県平均を下回っている。点数だけではなく集団としての傾向がわかるように情報開示
をしてほしい。今後も登校班の安全が保たれるように役所への働きをしていきたい。

学校関係者
評価

地域の清掃活動ではいつも一生懸命取り組んでおり助かっている。上級生が下級生の面倒をみる姿
もよく見られ、縦割り活動の定着を感じる。夏のお祭りではバトンクラブの参加もあり地域を大いに盛
り上げてくれた。子どもたちが活躍する場を地域としても作っていきたい。一方でゲームやスマホなど
の普及に伴い人との関わりが希薄になるため協調性の欠如やコミュニケーション能力の低下が心
配。今後そういった力や道徳教育の重要性がますます高まってくることが考えられる。家庭の問題も
あるが、学校としてどう対応していくのか考える必要もある。

学校関係者
評価

学習状況調査の結果を見ると、県や全国との開きが見られるものの、基礎基本の習得を重点的に目
指すのではなく、学んだことを応用する力、臨機応変に対応できる子を育ててほしい。また、同調査か
ら自己肯定感の高さが見られ、家庭的に安定しているという本地域のよさが見えた。明るく、挨拶が
しっかりできる子が多いこともとてもよい。心の成長も学力と同じぐらい大切なので、地域でも見守って
いきたい。学校では、子どもたちが興味、関心をもって取り組める、魅力ある授業を展開することや一
人一人に自信をつけさせるような指導をしてほしい。

ブロック内
相互評価

後の気付き

保土ケ谷中ブロックの連携がより密になり小学校の先生方の中学校の授業参観と小中合同の研修
会、また中学校の先生方の小学校研究授業参観並びに研究討議参加といった取り組みを通して小中
一貫教育の推進を図ると共に、相互理解を進めることができた。また、教務主任会、児童支援・生徒
指導専任会を通して保土ケ谷中ブロック内の情報交換を積極的に行い、良好な連携を育むことがで
きた。また、保土ケ谷中学校の文化祭に小学校の作品を展示したり、中学校の生徒会役員が小学校
へ中学校生活のガイダンスに赴いたりといった形での交流も進め、関係を深めている。

ブロック内
相互評価

後の気付き

保土ケ谷中ブロックの連携がより深まり、お互いの顔の見える関係が築くことができてきている。小学
校の先生方の中学校の授業参観と小中合同の研修会、また中学校の先生方の小学校研究授業参
観並びに研究討議参加といった取組を通して小中一貫教育の推進を図ると共に、相互理解を進めて
いる。また、今年度は、以前からの活動に加え、横浜市立小学校体育大会に向けての合同練習のよ
うに中学校の教員による技術支援や２年生で実施した職場体験の体験先として、ブロック内の小学校
にも協力してもらうといった、連携を進める中で生まれた新たな取り組みも目立った。

ブロック内
相互評価

後の気付き

保土ケ谷中ブロックの連携の中で、ブロックで育成を目指す資質・能力を定めることができた。小学校
と中学校の職員で「特別支援教育」「学校内のルール」「児童生徒指導」といったテーマについて議論
し、研修することができた。中学校の授業参観や小学校研究授業参観並びに研究討議参加を通し
て、小中一貫教育の推進を図ると共に、相互理解を進めた。また、児童生徒交流日を設定し、小学生
が中学生の授業を参観したり、部活動体験を行ったりした。さらに、生徒会役員の小学校訪問や教員
による給食交流など、入学時の不安を取り除ける努力をしている。

地域の方、保護者の方、外部機関の方々と事前
に連携をとり、訓練を実施することができた。ま
た、登下校の安全についても継続的に指導して
いくことができた。しかし、安全管理に関する教
職員研修を確認する機会を設けることができな
かったので、来年度は年度初めに実施できるよ
う計画を立てていきたい。

安全管理

・避難訓練、防犯訓練、防犯教室、交通安全教室
等の実施。
・児童の安全を確保するための環境整備や防災
設備等の点検。
・安全管理に関する、教職員研修の実施。
・ＰＴＡ校外委員会や地域の見守り隊の方々、教
職員と連携した、登下校の安全指導。

各訓練や安全教室を実施したり、防災設備の役
割や使用について確認する場を設けたりして、
生命を守ることの大切さやその方法について児
童も職員も共に確認することができた。新たに集
団下校訓練を実施した。引き続き登下校につい
ては校外委員や見守り隊の方々と連携し、情報
を共有しながら日々の指導を行っていかなけれ
ばならない。

安全管理

・避難訓練、防犯訓練、防犯教室、交通安全教室
等の実施。
・児童の安全を確保するための環境整備や防災
設備等の点検。
・安全管理に関する、教職員研修の実施。
・ＰＴＡ校外委員会や地域の見守り隊の方々と連
携した、登下校の安全指導。

資料を活用したり外部機関と連携したりして、訓
練や学習をすることができた。また、防災設備の
役割や使用について、児童も職員も確認する場
を設け、防災設備についての知識を得ることが
できた。登下校の安全については、継続した
日々の指導を行い、児童が自ら安全に気を付け
て下校する気持ちを高めていきたい。

安全管理

・避難訓練、防犯訓練、防犯教室、交通安全教室
等の実施。
・児童の安全を確保するための環境整備や防災
設備等の点検。
・安全管理に関する、教職員研修の実施。
・ＰＴＡ校外委員会や地域の見守り隊の方々、教
職員と連携した、登下校の安全指導。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを5年次以下の教職員を中心に
組織し、ミドルリーダーが講師となって月1回の活
動を継続して行う。②情報機器を活用し、情報の
共有化を図るとともに、事務の簡便化、効率化を
図る。③週に1回、主幹教諭の会を行い学校リー
ダーが全体を見通して学校運営していく場を設定
する。

①今年度は実習をもとにした研修を中心にした
ため、自分で実際に授業を受けることでより子ど
も目線で質疑や討論をすることができた。②各
部署において共有化、簡便化、効率化ができ
た。今後も研修等を開きさらに向上させたい。③
週１回行うことで細部まで見渡して学校運営をす
ることに役立てることができた。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを5年次以下の教職員を中心に
組織し、ミドルリーダーが講師となって月1回の活
動を継続して行う。
②情報機器を活用し、情報の共有化を図るととも
に、事務の簡便化、効率化を図る。
③週に1回、主幹教諭の会を行い学校リーダーが
全体を見通して学校運営していく場を設定する。

①自主的に学び合う活動を定期的に進める
ことができた。研究授業に向けた検討だけ
でなく日々の指導に生かせる研修となっ
た。②各部署において共有化、簡便化、効
率化ができた。今後もさらに向上を目指した
い。③週１回行うことで問題を早期発見し学
校運営に迅速に生かすことができた。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを5年次以下の教職員を中心に
組織し、ミドルリーダーや主幹教諭が講師となって
月1回の活動を継続して行う。
②情報機器を活用し、情報の共有化を図るととも
に、事務の簡便化、効率化を図る。
③週に1回、主幹教諭の会を行い学校リーダーが
全体を見通して学校運営していく場を設定する。

①自主的に学び合う活動を積極的に進めること
ができた。年次研修のための指導案検討だけで
なく日々の指導に生かせる研修となった。②各
部署において共有化、簡便化、効率化を目指し
た。今後もさらに向上を目指したい。③週１回行
うことで問題を早期発見し学校運営に迅速に生
かすことができた。

児童指導部で「学校生活のきまり」の内容の改
善を図り、職員用冊子を作成して、全校で共通
の指導ができるようにした。きまりのより一層の
徹底が課題である。児童主体のいじめ防止の啓
発や挨拶活動を次年度も更に活性化させたい。
児童指導に関する事やトラブル等の情報は、職
員会議等で、情報共有をした。

児童生徒
指導

昨年度一年間かけて見直しをし、まとまった「学校のき
まり」の内容を、常に意識できるようクラスに掲示をする
などし、全職員で共有して日々の指導にあたる。自他を
尊重し合い、豊かな人間関係が形成されるよう、挨拶
運動や児童会活動の充実させるとともに、いじめの早
期発見も含めて、個々の児童へのみとりを深く行い、職
員会議等で情報を共有して指導に生かす。

「学校のきまり」については、各クラスに掲示を
するとともに、内容について、職員の共通理解と
全児童への確実な周知を図った。曖昧な事項に
ついては、各学年で話し合い、発達段階に応じ
た指導を行うようにした。挨拶運動についても引
き続き活動は、継続しているが、来年度は更に、
活性化するようにしていきたい。

児童生徒
指導

「学校のきまり」の内容を、常に意識できるようクラスに
掲示をするなどし、全職員で共有して日々の指導にあ
たる。自他を尊重し合い、豊かな人間関係が形成され
るよう、挨拶運動や児童会活動を充実させるとともに、
個々の児童へのみとりを注意深く行ったり職員会議等
で情報を共有したりして、児童間のトラブル等やいじめ
の早期発見に努める。また職員研修などを通し指導に
生かす。

BB

地域連携

・学校だよりやホームページ等を通して、積極的に情報
発信をする。
・行事等において、地域から学び、地域への発信の意
識を持って取り組む。
・年3回開催する「星の子懇話会」・地域行事への職員
の参加を通して、地域の意見や考えを直接聞き、地域
との連携を深める。

・ホームページで学校の方針や学校だよりなど
を発信し、地域に向けて積極的に情報発信をす
ることができた。また、地域の行事に職員が参
加し、地域の様子を知り、交流することで、より
円滑に地域連携が進められるように努めること
ができた。星の子懇話会を定期的に実施し学校
の方針を伝えたり、地域の方の意見を聞いたり
しながら連携を深めることができた。

地域連携

・ホームページ更新率を上げ、地域への発信を増
やす。
・５０周年記念事業の取組を通して地域とのつな
がりの再確認と再構築を進める。

・ホームページの更新を毎月行うよう、計画を立
て、実施した。
・創立50周年記念記念事業では、主に式典、祝
賀会に向け、事前の企画、運営、準備等を、地
域やPTA等と密に連絡を取り合い、協力して
行った。記念事業を通し、地域やPTA等との関
わりや連携を一層深めることができた。

地域連携

・学校だよりやホームページやを通して、積極的に
情報発信をする。
・行事等において、地域への発信の意識を持って
取り組む。
・年3回開催する「星の子懇話会」を通して、地域
の意見や考えを直接聞き、地域との連携を深め
る。

AA

特別支援
教育

・毎月の職員会議後、配慮の要する児童について
の共通理解を全職員で図る。
・療育センターや通級指導教室の学校支援制度を
利用し、適切な指導・支援について助言を受け
る。
・個別学習支援の充実を図る。

毎月職員会議後、教職員で配慮を要する
児童の共通理解を図った。今年度は、難聴
言語通級指導教室の学校支援制度を利用
し、専門的な指導・助言を受ける機会を設
けた。児童の実態と保護者のニーズに応
じ、できる範囲で個別学習支援を行った。

特別支援
教育

・毎月の職員会議後、配慮の要する児童についての共
通理解を全職員で図る。また、必要に応じてケース会
議を行い、対応の仕方について共通理解を図る。
・通級指導教室等の学校支援制度を利用し、適切な指
導・支援について助言を受ける。
・保護者と連携をとりながら、個別学習支援の充実を図
る。

AA

児童生徒
指導

・年度末見直しを受け、「学校のきまり」の内容を、改善し、児
童の実態に即したルールを提示することで、規律ある学校生
活を送ることができるようにする。
・クラスや学年はもちろん、全職員で一人ひとりの児童をみ
ていく。特に配慮を要する児童や不適応児童について、担任
が抱え込むことなく、全職員で見守り、状態に応じて支援、指
導できる体制をつくっていく。

・今年度より実施される「特別の教科　道徳」の目
標の下、一人一人のよさを引き出し、伸ばす授業
を行う。全学級の道徳授業公開を年1回以上実施
する。
・児童会活動やペア学年交流など異年齢活動を
充実させる。
・ 読書活動や文化芸術体験を推進する。

①用具や資料の充実を図り、全校を通じて体育
科の学習を向上させることができた。自分のめ
あてをもち、課題解決的に学習を進めてくことに
ついて、より発展させていけるとさらに良い。
②体力テストの意識調査から、運動の楽しさを
味わえる児童を増やすことが大切だと考え、ス
ポーツイベントや長縄チャレンジなどの行事を充
実させることができた。

A

・道徳の評価の視点、見方や考え方が広げてい
るか、道徳的価値の理解を自分自身との関わり
の中で深めているかを確認することで子供達の
よさを引き出す授業改善への取組ができた。読
書週間や給食週間などの児童会活動、ペア学
年での給食や遊びなどの活動、芸術鑑賞などの
体験を通して豊かな心を育むことができた。

A

B

特別支援
教育

・毎月の職員会議後、配慮の要する児童についての共
通理解を全職員で図る。また、必要に応じてケース会
議を行い、対応の仕方について共通理解を図る。
・通級指導教室等の学校支援制度を利用し、適切な指
導・支援について助言を受ける。
・保護者と連携をとりながら個別学習支援の充実を図
る。

毎月職員会議後、教職員で配慮を要する
児童の共通理解を図った。今年度も、難聴
言語通級指導教室の学校支援制度や、西
部療育センターのコンサルテーションを利
用し、専門的な指導・助言を受ける機会を
設けた。児童の実態と保護者のニーズに応
じ、できる範囲で個別学習支援を行った。

豊かな心

・今年度道徳授業力向上校として、評価の視点を
明確にした「特別の教科　道徳」の授業改善を目
指す。
・児童会活動やペア学年交流など異学年活動をさ
らに充実させる。
・読書活動や文化芸術体験を推進する。

・各学年で、道徳科の授業における教材や内容
項目の分析、導入の工夫、振り返りの充実、評
価のあり方など、研究を重ねることで子供達の
よさを引き出す授業改善への取組ができた。読
書週間や給食週間などの児童会活動、ペア学
年での給食や遊びなどの活動、芸術鑑賞などの
体験を通して豊かな心を育むことができた。

総括

B

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

①　授業ごとのねらいを明確にし、子どもたちが安
心して学習に取り組み、基礎・基本となる内容を
しっかりと理解できるようにする。また、言語活動
を授業に位置付け、自分の考えを表現・交流する
授業を行う。
②　朝学習や家庭学習との連携を図り、学習の基
礎・基本となる部分が定着できるようにする。

①に向けては教職員が一定の理解を示し、おお
むね達成できていた。言語活動の位置づけによ
る表現力の育成は個々の取り組みは見られる
が、組織的に行っているとはまだ言えない現状。
②朝学習は学年で統一する様子が見られてき
た。国語の漢字の取組には成果がみられるが
算数の基礎学力の定着には課題が残る。

確かな学力

① 授業の中で学んだことを復習できるプリント等に取り
組み、基礎・基本となる内容がより定着できるようにす
る。
②宿題を充実させ、音読やプリント、ドリルに取り組むこ
とで基礎・基本がより定着できるようにする。
③朝学習の機会を活用し、国語や算数の内容の復習
に取り組むことで基礎・基本がより定着できるようにす
る。

①や③については、宿題や朝学習を活用し、復
習に取り組むことで、基礎基本が身に付いてき
ている。また、②のように宿題の取組についても
それぞれの学年で工夫し、取り組んできた。しか
し、漢字の読み書きの力については、読む力は
高いものの、書く力がまだ低いので、熟語として
書くことや送り仮名をつけて正確に書くことへの
手立てが必要である。

重点取組
分野

確かな学力

・授業のねらいを明確にし、子どもが授業内で理解し、
基礎・基本の力が定着するようにする。
・算数の思考力が高まるよう、基本的な計算や考え方
が定着できるために朝学習の時間や宿題を充実させる
ようにする。
・学年の状況に応じて習熟度別の授業を行い、子ども
の進度に合わせて理解度を深められるようにする。

・授業のねらいを始めに板書し、子どもが見
通しをもって取り組むことができた。また、
算数の思考力や技能が高まるよう、朝学習
を活用して反復練習に取り組んできた。さら
に、学年共通のテストを自作し、技能がどれ
ぐらい定着しているのか確認する機会も設
けた。習熟度別の授業は６年生で行った。

総括

BB

いじめの対応については、組織で動くことができ
た。未然防止については、学級の風土作りや言
葉がけなどの視点で次年度に向け、更に改善で
きるようにしたい。①特別支援の夏の研修とし
て、スクールカウンセラーを講師に招き、傾聴に
ついて学ぶことができた。②道徳を中心にし、い
じめの未然防止に繋がる学習を行った。

A
いじめへの

対応
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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

健やかな体

①体育科学習では運動の特性にふれながら、基
本的な動きや技を身につけられるようにする。学
習に対する見通しや自分に合っためあてをもち、
意欲的に取り組めるようにする。
②体力テストの結果等をもとに体力向上の取り組
みを検討し、実施する。

①については、学校全体として、めあてと振
り返りを意識した学習が浸透してきている。
メンターメンバーを中心にした実技研修など
も行ったことで、指導法についての理解が
深まった。②については、体力テストの結果
の報告にとどまっており、体力向上のため
の取り組みを検討する必要がある。

健やかな体

①体育科学習では運動の特性にふれながら、基
本的な動きや技を身につけられるようにする。学
習に対する見通しや自分に合っためあてをもち、
意欲的に取り組めるようにする。
②体力テストの結果等をもとに体力向上の取り組
みを検討し、体育部や運動委員会を中心に体育
行事を実施する。

B

豊かな心

・「私たちの道徳」「生きる」などの教材を活用し、
全学級の道徳授業公開　を年1回以上実施する。
・児童会活動やペア学年交流など異年令活動を
充実させる。
・ 読書活動や文化芸術体験を推進する。

保護者へ授業を公開し、道徳の授業を知ってい
ただくようにした。ペア学年活動が充実するよ
う、集会や給食の時間を増やしたり学年で活動
を工夫して取り組んだりした。相手意識をもって
考え行動することができてきている。読書活動や
芸術に触れる機会、道徳の時間をしっかり行い
ながら今後も豊かな心の育成を図りたい。

豊かな心

・引き続き、いじめの早期発見早期対応に努めるととも
に、日常の学習や生活における、規律や自己有用感を
大切にし、いじめの未然防止にも力を入れていく。
・運営委員会を中心とした児童発信のいじめの取り組
みを、さらに全体に周知できるようにしていく。
・その時の課題に応じた研修を設定し、実施できるよう
にしていく。

いじめの対応については、組織で動くことができ
た。未然防止については学級の風土作りや言葉
がけ等の視点で更に改善できるようにする。特
に配慮を要する児童への児童間の理解や受容
を各クラスの学級経営を通して培っていくことが
課題である。人権的な視点での児童発信の活
動ができ、いじめの未然防止にも繋がった。

A
いじめへの

対応

①児童の内面や心の動きを把握するため、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、より多角的・多面的にとらえ、自らの考えを
深める力を育む学習を用意する。
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