
中期取組
目標

振り返り

昨年度までの反省を踏まえ、強みの部分は踏襲しつつ弱い部分の強化、具体化を目指して教育活動
を展開してきた。今年度から始まった学校運営協議会では、教員や児童に対して好意的な評価をいた
だいているが、来年度から始まる新教育課程作成のために児童が身に付けるべき資質・能力を洗い出
してみると課題も多い。比較的に学校全体が落ち着いている状況に慢心することのないように、新学習
指導要領の実施に合わせて資質・能力を明確にした授業づくりや一人一人を大切にする児童理解を基
本として教育活動を来年度以降も継続していきたい。

中期取組
目標

振り返り

中期取組
目標

振り返り

学校関係者
評価

学校運営協議会やホームページ等を通して学校の教育方針や状況について伝わってきた。地域行事
にも参加協力してもらった。今年度から学校運営協議会という形になり授業参観の機会が増えたこと
で、学校や子どもたちの様子がより理解できるようになった。授業を参観すると、クラスのきまりやルー
ルをまもりながらものびのびと授業を受ける子どもたちや、教室環境や授業内容に工夫を凝らす先生
方の努力が感じられた。教師と子ども、子どもたち同士の人間関係の距離感も程よく安心できた。尚一
層細かな配慮に心がけ、安心して通える学校にしてほしい。

学校関係者
評価

学校関係者
評価

ブロック内
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」について小中学校の全教員で研修の場
を設けた。児童生徒の発達段階に応じた資質・能力の育成について理解を深めた。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、小中一環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、小学生が中学校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く計画を立てたが、今年度は感染予防のため
の休業により中止となった。

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内
評価後の
気付き

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）
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人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①５年次以下の教職員を中心にメンターチームを組織
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週に１回主幹教諭の会を開き、学校のリーダーが全
体を見通して学校運営していく場を設定する。
③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、効率化を図り働き方改革につなげる。

①主体的学び合い、高め合う研修をすること
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様々な課題について検討するとともに、問
題の早期発見、早期解決に努めることができ
た。③各部署において共有化、簡便化、効率
化を目指した。今後も改善を進めたい。

A

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①５年次以下の教職員を中心にメンターチームを組織
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週に１回主幹教諭の会を開き、学校のリーダーが全
体を見通して学校運営していく場を設定する。
③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、効率化を図り働き方改革につなげる。

いじめへの
対応
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いじめへの
対応

①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を正し、子どもの自己
有用感を高めていけるような指導や支援を工夫して、
いじめの未然防止にも力を入れていく。
②児童の運営委員会を中心とした、児童主体のいじ
めへの取り組みを活性化できるようにしていく。

①いじめと疑われる時点で、速やかに専任に
報告し、対応策を練ることができた。非行防止
教室を高学年だけでなく中学年でも実施（学
校として年２回）し、未然防止に繋げた。②運
営委員で、「いじめ」防止を目的としたポスター
制作をし、学校に掲示した。

A
いじめへの

対応

①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を正し、子ど
もの自己有用感を高めていけるような指導や支
援を工夫して、いじめの未然防止にも力を入れて
いく。
②児童の運営委員会を中心とした、児童主体の
いじめへの取り組みを活性化できるようにしてい

c8

#REF!

#REF!

安全管理
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安全管理

①避難訓練、防犯訓練・教室、交通安全教室等を実
施し、自分の命は自分で守ろうとする子どもを育てる。
②安全管理に関する教職員研修を実施すると共に、
児童の安全を確保するための環境整備や防災設備等
の点検をする。また、ＰＴＡや見守り隊と連携し、登下
校の安全指導を行う。

①各訓練や授業を通して、災害時の避難の仕方や
約束なそを学ぶことができた。非常扉を通る訓練を
行い、使い方を確認した。②については、計画され
ていた研修を実施したり設備を点検したりした。登
校も守り週間では、担当する登校班の登校の様子
を見ることができるようにした。必要に応じて指導も
行った。

A 安全管理

①避難訓練、防犯訓練・教室、交通安全教室等
を実施し、自分の命は自分で守ろうとする子ども
を育てる。　②安全管理に関する教職員研修を
実施すると共に、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をする。また、ＰＴ
Ａや見守り隊と連携し、登下校の安全指導を行
う。

地域連携・
学校運営
協議会
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地域連携・
学校運営
協議会

①学校だよりやホームページ等を通して積極的
に地域発信をする。
②年４回開催する学校運営協議会を通して、学
校側の方針を理解していただくと共に、地域の意
見や考えを直接聞き、それらを採り入れながら地
域に根ざした学校づくりを進める。

・ホームページを通して学校の様々な方針や学校
だよりを発信することができた。また、地域の行事
にも職員が参加し交流することで、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。今年
度から始まった学校運営協議会では、回数を４回
に増やし今まで以上に学校の方針や様子を伝えら
れた。

A
地域連携・
学校運営
協議会

①学校だよりやホームページ等を通して積極的
に地域発信をする。
②年４回開催する学校運営協議会を通して、学
校側の方針を理解していただくと共に、地域の意
見や考えを直接聞き、それらを採り入れながら地
域に根ざした学校づくりを進める。

児童生徒
指導
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児童生徒
指導

①職員会議後に、気になる児童や児童指導上の問題
等について全職員で共有する。担任が一人で抱え込
まずに、児童を職員全体で見守り、状態に応じて、指
導・支援できる態勢を作っていく。
②「学校生活のきまり」をしっかりと周知、徹底し、規律
ある学校生活を送ることができるようにする。

①職員会議での児童指導上の問題等につい
て、全職員で共有を図り、学校全体で指導、
支援できるような態勢づくりをした。来年度は
児童写真を活用しての共有も行うようにしてい
く。②「学校生活のきまり」は子どもの実態に
即して、必要な事項を加え、改定をした。

B
児童生徒

指導

①職員会議後に、気になる児童や児童指導上の
問題等について全職員で共有する。担任が一人
で抱え込まずに、児童を職員全体で見守り、状態
に応じて、指導・支援できる態勢を作っていく。
②「学校生活のきまり」をしっかりと周知、徹底
し、規律ある学校生活を送ることができるように
する。

特別支援
教育
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特別支援
教育

①配慮を要する児童について、職員間で共通理解を
図り、必要に応じてケース会議を開催し、具体的な対
応の検討を行う。また、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。
③保護者と連携をとりながら、個別学習支援の充実を
図る。

①校内委員会で年間計画を立て、全職員で
共通理解を図った。また必要に応じて、随時
ケース会議等を開催し、一人ひとりに必要な
適切な支援を検討した。センター的機能の活
用も行い、児童の支援に繋げることができた。
②個別学習支援を計画的に実施した。

A
特別支援

教育

①配慮を要する児童について、職員間で共通理
解を図り、必要に応じてケース会議を開催し、具
体的な対応の検討を行う。また、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。
③保護者と連携をとりながら、個別学習支援の
充実を図る。

健やかな
体
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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。(運動委員会を中心に）

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。

B
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。(運動委員会を中心に）

豊かな心
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豊かな心

① 別葉や年間指導計画を活用して、児童の日
常生活をもとにした導入の工夫や振り返りの充
実を目指した授業改善を図る。② 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。
③ 読書活動や文化芸術体験を推進する。

①については、道徳の教科化に伴い、、基本的な
指導法も定着してきた。振り返りカードやアンケー
トなどを利用することができている。②については、
児童の運営委員会の提案によるなかよし活動を年
間に計画的に取り入れ、交流が深まった。③朝読
書や図書委員会の活動で読書活動が活性化して
いる。

A 豊かな心

① 別葉や年間指導計画を活用して、児童の日
常生活をもとにした導入の工夫や振り返りの充
実を目指した授業改善を図る。② 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。
③ 読書活動や文化芸術体験を推進する。

確かな学
力
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確かな学
力

①音読を家庭学習や朝学習の時間などで取り組んで
いくことにより、速いスピードで文章を読み取ったり、読
み取った内容から正しい答えを導き出したりできるよう
にする。
②学習状況調査の傾向を踏まえたテストに取り組み、
資料や文章の内容を読み取り、理解した上で答えを導
きだせるような力が身に付くようにする。

①については、宿題で音読を積極的に取り入れ、文章を
読むという機会を増やしてきた。しかし、読解力という点
では不十分で、しっかりと児童に定着する手だてが必要
だと考える。②については、学習状況調査の独特の出題
方法に慣れたことで、資料をじっくりと見て答えを導き出
したり、文章をよく読んでより正しい答えを導き出したりす
ることができるようになった。

B
確かな学

力

①各教科の基礎・基本が定着するよう、ドリルや宿題を活用
し、反復練習に取り組む場を設けていく。また、朝学習の時
間も活用し、授業で学んだことを復習できるようにする。
②課題に対し、児童一人ひとりが既習事項を生かして解決
方法を見出だしていく授業づくりに取り組むようにする。深く
考えたり、試行錯誤したりしながら探求していく授業に取り組
めるような手立てや授業展開を研究し、教師の授業力を高
めていく。
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