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①新たな小中一貫カリキュラム編成計画を立て、道
徳等の全体計画を作成した。小中合同授業研では、
教科や視点を共通にするなど、授業力向上・学力向
上に向けてよりねらいを明確にした研究になるように
したい。②道徳の授業をはじめとして、子どもが思い
や考えをもつための発問を研究し、「話す力」を伸ば
すことができた。③主体的な学びになるように、学年
チームで教材研究し、授業改善を図った。

B 確かな学力

①生活・総合、特別活動の小中一貫カリキュラム編成
を行う。他の教科等については編成計画を立てる。視
点を明確にした合同授業研究会等によって、学力の向
上を図る。②重点研究のテーマを「主体的に考え、判
断し、学び合う子どもをめざして」と設定し、互いの考え
を伝え合い、双方向の学びが成立するような授業づく
りを目指す。③「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けた授業改善を日常的に行う。

確かな学力

①小中一貫カリキュラムの実施・評価・改善を進めると
ともに、合同授業研究会等を活用し、学力の向上を図
る。②重点研究のテーマを「自ら考え、判断し、実践し
ていく子どもをめざして」と設定し、道徳を中心に自分
の考えをもてるような発問の工夫をしていく。③「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を目
指す。

  ①小中一貫カリキュラムを見直し、学力の向
上を図るに当たり、小中合同授業研究は、よい
学びの場であった。②教材教具の開発や、指導
展開の工夫をし、授業実践をしてきた。基礎基
本の定着をはかり、伝え合い高め合う子どもの
育成を図りたい。③重点研究を中心に児童が主
体的に学ぶための授業改善を行った。

B 確かな学力

①小中一貫カリキュラムの実施・評価・改善を進めると
ともに、合同授業研究会等を活用し、学力の向上を図
る。②重点研究のテーマを「自ら考え、判断し、実践し
ていく子どもをめざして」と設定し、道徳を中心に自分
の考えをもてるような発問の工夫をしていく。③「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を目
指す。

①進んで挨拶する子が増えている。さらに指導を重
ねたい。②異学年交流を通して、異年齢でよりよい人
間関係を形成しようとする態度を伸ばすことができ
た。③生活科、社会科、総合的な学習等を通して、
「まち」とのつながりを活かした学習を展開できた。④
各学年・学級の実態に基づいた道徳の授業研究を通
して、道徳的実践力を育むことができた。

B 豊かな心

①自ら進んで挨拶する姿を目指して、学年に応じた指
導を工夫する。②ふれあい活動・異学年交流を充実さ
せ、よりよい人間関係の基盤を培い、社会性を高め
る。③地域とふれあう活動を大切にし、「まち」や『人」と
のつながりを活かした学習を展開する。④「思いや考え
のやりとり」「深い学び合い」を大切にした道徳科の授
業を、全教育活動との関連の中で工夫、実践していく。

豊かな心

①自ら進んで挨拶する姿を認め、学年に応じた取組を
設定していく。②ふれあい活動・異学年交流を充実さ
せ、よりよい人間関係の基盤を培い、社会性を高め
る。③地域とふれあう活動を大切にし、「まち」や「人」と
のつながりを活かした学習を展開する。④「主体的な
価値把握」と「振り返り」を大切にした道徳授業を、全教
育活動との関連の中で工夫・実践していく。

①さらに挨拶をする子どもの育成を図りたい。
②ふれあい活動を定期的に行い、行事等を通じ
て、異学年交流を充実させることができた。③
生活科、社会科、総合的な学習を通して、まちと
のつながりをもつことができた。④道徳の授業
を通して、各学級の実態に合った教材の工夫や
実践をし、道徳的実践力を育んできた。

B 豊かな心

①自ら進んで挨拶する姿を認め、学年に応じた取組を
設定していく。②ふれあい活動・異学年交流を充実さ
せ、よりよい人間関係の基盤を培い、社会性を高め
る。③地域とふれあう活動を大切にし、「まち」や「人」と
のつながりを活かした学習を展開する。④「主体的な
価値把握」と「振り返り」を大切にした道徳授業を、全教
育活動との関連の中で工夫・実践していく。

①全校で歯磨きに取り組む時間を設定することで、
歯磨きの大切さの理解や生活意識の向上などの指
導を充実させることができた。栄養職員との協働によ
る食育も計画的に実施できた。②長縄大会を年２回
にしたことで、学級で練習することが増え、普段あま
り外遊びをしない子どもも友達と一緒に体を動かす機
会が増えた。学年球技大会やマラソン月間を行うこと
で多くの子どもが運動に親しむことができた。

B 健やかな体

①養護教諭、学校医と連携し、保健委員会、学校保健
委員会の活動の充実を図り、本校の健康課題につい
て、学年に応じて指導を工夫する。心身の健康に必要
な知識を教科学習や、日常の保健指導、食育等を通し
て指導する。②一校一実践運動に「縄跳び」を取り上
げ、年間の計画的な活動を通して体力の向上を図る。
③給食の後、全校で歯磨きタイムを設け、食後の歯磨
き習慣を身に付けられるようにする。
 

健やかな体

①養護教諭、学校医と連携し、保健委員会、学校保健
委員会の活動の充実を図り、本校の健康課題につい
て、学年発達段階に応じて取り組んでいく。心身の健
康に必要な正しい知識を、教科指導、保健指導、食育
等を通して指導する。②一校一実践運動に「縄跳び」を
取り上げ、年間の活動を通して体力の向上を図る。

①心も体も健康な毎日を過ごすために、各学級
において目標を決め、健康な体つくりをすること
ができた。歯磨きの大切さを学び、正しい磨き
方をすることができるようになってきた。②長縄
跳びやマラソン大会などスポーツ委員会が主体
となって運動をする機会を多く作り、多くの児童
が運動に親しむことができた。

B 健やかな体

①養護教諭、学校医と連携し、保健委員会、学校保健
委員会の活動の充実を図り、本校の健康課題につい
て、学年発達段階に応じて取り組んでいく。心身の健
康に必要な正しい知識を、教科指導、保健指導、食育
等を通して指導する。②一校一実践運動に「縄跳び」を
取り上げ、年間の活動を通して体力の向上を図る。

①全教職員で情報を共有することで、共通理解を図
りながら児童指導ができた。②「いじめ防止基本方
針」を基に、児童理解委員会や職員会議を通して、児
童の情報を常時伝え合い、専任を中心に組織的に指
導にあたることができた。③今後は、児童主体でいじ
めについて考えたり具体的に活動したりする機会を
通して未然防止に努めたい。また、スタンダードを活
用し、さらに指導に一貫性をもたせるようにする。

B
児童生徒

指導

①子どもの気持ちに寄り添い、話をよく聴いたり、子ど
ものよさをとらえて前向きになるような言葉がけをした
りして一人ひとりを大切にしていく。②「西前スタンダー
ド」を教職員で共有すると共に、子ども保護者とも共通
理解を図り、連携して児童指導にあたる。③全教職員
で情報を共有し、共通理解を図りながら組織として児
童指導にあたる。

児童生徒
指導

①「学校のきまり」「３つの約束」を全教職員で共有し、
適時指導に当たる。②「いじめ防止基本方針」を学校
経営の柱として位置づけ、未然防止・早期発見・実態
把握・対応方針と措置に、組織的・計画的かつ迅速に
取り組む。また、児童主体のいじめ防止活動を推進
し、保護者地域と方針や取組の共有を図る。

①全教職員で共有することで、共通理解のもと
児童指導ができた。②「いじめ防止基本方針」を
もとに、児童理解委員会や職員会議を通して、
児童の情報を常時伝え合い、組織的に指導に
あたることができた。③児童主体でいじめにつ
いて考え、その防止に向けての取組などを行
い、未然防止に努めたい。

B
児童生徒

指導

①「学校のきまり」「３つの約束」を全教職員で共有し、
適時指導に当たる。②「いじめ防止基本方針」を学校
経営の柱として位置づけ、未然防止・早期発見・実態
把握・対応方針と措置に、組織的・計画的かつ迅速に
取り組む。また、児童主体のいじめ防止活動を推進
し、保護者地域と方針や取組の共有を図る。

①西前小に就学する園児のいるすべての園に声を
かけ、年２回の授業参観の機会を設け、実際に子ど
もたちの活動の様子を見てもらった。また、１年生と
近隣の幼稚園や保育園の年長児とで交流会を年２
回行い、子ども同士がかかわり、相互理解を深める
機会とした。②担当者が園を直接訪問したり、交流の
際に話を聞いたりするなど、きめ細かい情報交換をし
た。

A
幼保小連

携

①近隣の園との児童・園児の交流を通して、小学校と
幼稚園・保育園の指導、支援の方針など相互理解を深
め、より有意義な情報交換と円滑な接続を目指してい
く。②合同研修、授業・保育参観などを通して、職員交
流を行い、相互理解を深める。③新１年生の学級編成
に際しては、担当者が園を直接訪問したり、交流の際
に話を聞いたりしてきめ細かい情報交換をし、よりス
ムーズな接続ができるようにする。

幼保小連
携

①主な近隣４園との交流を密にし、これまでの交流事
業をより発展的に行い、相互理解を深めていく中で、よ
り有意義な情報交換と、円滑な接続を目指していく。②
より深い相互理解のための職員交流も、区の推進事
業を軸に、合同研修、授業・保育参観等、ブロックレベ
ルで取組を推進する。

①西前小学校に就学する園児のいるすべての
園に声をかけ、年２回の授業参観の機会を設け
た。実際に子どもたちの活動の様子を見てもら
い、相互理解を深めることができた。
②担当者が園を直接訪問したり、交流の際に話
を聞いたりするなど、きめ細かい情報交換をす
る予定でいる。

A
幼保小連

携

①主な近隣４園との交流を密にし、これまでの交流事
業をより発展的に行い、相互理解を深めていく中で、よ
り有意義な情報交換と、円滑な接続を目指していく。②
より深い相互理解のための職員交流も、区の推進事
業を軸に、合同研修、授業・保育参観等、ブロックレベ
ルで取組を推進する。

①児童の気持ちに寄り添い、一人ひとりを大切にした
指導を心がけ、安心して学校生活が送ることができる
ように環境を整えてきた。②学年をはじめ、管理職、
専任を中心に学校全体で情報を共有したり、学校い
じめ防止対策委員会を定例化したりするなど、支援
体制を整えることができた。③道徳等を通して、いじ
めや人権への理解を深め、一人ひとりの人権を大切
にした指導を心掛けた。

B
いじめへの

対応

①「いじめ防止基本方針」を学校経営の柱として位置
付け、未然防止・早期発見・実態把握・対応方針と措
置に、組織的・計画的かつ迅速に取り組む。②児童会
の委員会活動、代表委員会等を中心に、子ども主体の
いじめ未然防止活動を推進していく。③学校運営協議
会や「まち懇」などで「いじめ防止基本方針」などを説明
し、地域や保護者との共通理解を図る。

安全管理

災害や非常時を想定した訓練、防災教育を行うことに
より、児童・教職員の危機管理意識を高めると共に、
有事への備えをより高めていく。

①児童への事前指導、職員への周知を含め、
計画的に訓練を実施することができた。また、よ
り実践的な訓練として、休み時間中の訓練を設
定した避難訓練を行った。②実際の場面を想定
し、小中で日にちを揃え、引き渡し訓練を実施し
た。③消防・警察の方を交えての訓練を行っ
た。

A
いじめへの

対応

①児童の気持ちに寄り添い、児童の話をよく聴いたり、
児童の姿をとらえて前向きになるような言葉がけをした
りして一人ひとりを大切にしていく。②児童一人ひとり
の状況について情報を共有して、校長をリーダーに、
担任や各学年教諭、児童支援専任教諭からなるチー
ムによる支援を進める。③道徳や教科指導を通してい
じめの理解を図り、個性を尊重する親和的な集団づく
りをめざす学級・学年経営を目指していく。

①学校運営協議会、HP、学校便り等で、地域の方に
も日々の教育活動を知ってもらうとともに、学援隊、
読み聞かせボランティアをはじめ多くの方に教育活
動に協力いただいている。②ふれあいの夕べ、へそ
祭りにスクールバンドや音楽クラブなど積極的に参加
することができた。③地域の材を生かした学習や地
域の行事への参加などを通して、さらに連携を深め
ていきたい。

B 地域連携

①小中合同の学校運営協議会や学校説明会、学校だ
より、ＨＰ等で学校経営方針、日々の教育活動等を積
極的かつ具体的に発信していくとともに、学校評価アン
ケート等で挙げられた意見を、学校経営に活かしてい
く。②まちとともに歩んできた学校として、地域行事等
にも子どもたちが積極的に参加できるようにしていく。
③横浜の時間などにおいて、地域の特徴や材を生かし
た学習を計画し、地域への愛着を深められるようにす
る

地域連携

①小中合同での学校運営協議会や学校説明会、学校
だより、HP等で学校経営方針、日々の教育活動等を
積極的かつ具体的に発信していくとともに、学校評価
アンケート等で挙げられた意見を、学校経営に活かし
ていく。②まちとともに歩んできた学校として、地域行
事等にも子どもたちが積極的に参加できるようにして
いく。

①HPを更新したり、学校便りを配布したりするこ
とで、地域の方にも日々の教育活動を知っても
らい、学援隊をはじめ多くの行事等で協力を得
ている。②ふれあいの夕べ、へそ祭りにスクー
ルバンドやソーラン節、音楽クラブなど積極的に
参加することができた。③地域の行事の参加な
どさらに呼び掛けていく必要がある。

B 地域連携

①小中合同での学校運営協議会や学校説明会、学校
だより、HP等で学校経営方針、日々の教育活動等を
積極的かつ具体的に発信していくとともに、学校評価
アンケート等で挙げられた意見を、学校経営に活かし
ていく。②まちとともに歩んできた学校として、地域行
事等にも子どもたちが積極的に参加できるようにして
いく。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

・９年間一貫した教育を図るために、「コミュニケーション能力の育成」をブロック研究テーマとして設
定し、小中で互いの授業を見合ったり、研修を合同で開催したりすることを通して、「授業観」「児童生
徒理解観」「評価観」等、「観」の共有を図ってきている。来年度からは、小中併設校としてのよさを生
かしながら、さらに協働して教育課程の編成や検証を行いながら、より地域に根差した教育活動を進
めていきたい。・様々な行事の交流を通して、中学生とふれあいながら好ましい人間関係が図られる
よう指導をしてきた。さらに９年間を見通した行事の充実が図られるよう内容の見直しをしていきた
い。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

・新学習指導要領実施に向け、目標や育てたい子ども像の検討を行い、小中一貫教育全体計画の
案を作成したり、「道徳科」「特別活動」「総合的な学習の時間」の全体計画について検討をし、新年
度案を作成した。・小中合同授業研や中学校教師による乗り入れ授業（音楽、外国語）の実施によ
り、教科指導面で、小中の接続を意識した指導につなげることができた。また、個別支援級について
は小中学校相互に訪問をし、合同授業を行う中で、相互の理解を図ることができた。・両校の年間行
事予定の調整に難しさがある。「共同取組事項」と「共通取組事項」の整理をさらに進めていきたい。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

①メンターチームでは、先輩の授業を参観し、より実
践的な学び合いをすることができた。②「道徳」の重
点研究を中心に学年や部会等のチームで授業を見
合ったり教材研究をしたりして、ともに授業力を高め
ることができた。③今後は、教務会を核として、学年
主任会なども機能させ、ミドルリーダーが学校経営に
主体的に参画できるように工夫していく。

B
人材育成・
組織運営

①教職経験年数５年次以下の教職員を中心にメンター
チームを組織し、月１回の活動を継続的かつ自主的に
行い、先輩教員の支援を受けながら教師力の向上を
図る。②学校の実態や教育改革の内容を受け、適時
必要な研修を計画・実施していく。③月１回学年主任会
を行い、ミドルリーダーが学校経営に参画できるよう工
夫していく。

人材育成・
組織運営

①教職経験年数５年次以下の教職員を中心にメンター
チームを組織し、月１回の活動を継続的かつ自主的に
行い、先輩教員の支援を受けながら教師力の向上を
図る。②学校の実態や教育改革の内容を受け、適時
必要な研修を計画・実施していく。③週２回教務会を行
い、学校リーダーが全体を見通して学校運営に携わる
場を設定する。

①メンターチームでは、リーダーを中心に計画
的に実践に役立つ研修を行うことができた。②
「道徳」の授業力向上推進校の指定を受け、講
師を招いて研修を行ったり、授業公開したりす
ることで、授業力の向上を図った。③教務会で、
全体を見通し事前に会議をもつことで、スムー
ズな学校運営をすることができた。

B
人材育成・
組織運営

①教職経験年数５年次以下の教職員を中心にメンター
チームを組織し、月１回の活動を継続的かつ自主的に
行い、先輩教員の支援を受けながら教師力の向上を
図る。②学校の実態や教育改革の内容を受け、適時
必要な研修を計画・実施していく。③週２回教務会を行
い、学校リーダーが全体を見通して学校運営に携わる
場を設定する。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

・一人ひとりの良さを生かし、「誰もが」「安心して」「豊かに」生活できる学級・学年・学校を目指し、教
科指導や児童指導を学年や常時委員会、児童活動プロジェクト、メンターチームなどで協働しながら
進めてきた。・本年度は、算数の研究が３年目ということもあり、言語活動を大切にしながらともに学
ぶ楽しさを実感できるよう教材教具の開発や、指導展開の工夫をし、授業実践をしてきた。基礎基本
の定着や授業における伝え合い、高め合いをさらに図っていきたい。・いじめ防止基本方針に則り、
全教職員で共通理解を図り組織的に対応することを心がけている。さらに未然防止や早期発見に取
り組んでいきたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

・西中学校との併設型小学校となり、９年間を見通して社会の変化に対応した生きる力の育成を目指
した学校の基盤となる小中一貫カリキュラムの編成に取りかかることができた。・道徳の授業を通し
て、「自ら考え、判断し、実践していく子ども」をめざし自分の考えがもてるような指導の工夫をしてき
た。その結果、他教科でも自分の考えをもち自分の言葉で語ることができる子どもが増えてきてい
る。・「いじめ防止基本方針」を基に児童理解委員会や職員会議等を通して、児童の情報を常に伝え
合い組織的な対応をすることができた。さらに一人ひとりの思いに寄り添い、自尊感情を高める指導
を心がけたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

学校関係者
評価

・N&N(小中合同音楽会)は、それぞれの成長が見られ、素晴らしい演奏に感動した。・敬老ふれあい
茶話会は,小学生との会話や幼稚園・小学校・中学校の演奏を聴くことができ、和気藹々とした雰囲
気でとてもよい。・一小一中での小中一貫教育は、長い間同じメンバー同士、顔もよく知っているよう
で子どもの表情が温かい。反面、集団の序列が固定しやすいのではないかと心配である。・町内の
活動に保護者と一緒に参加活動してくれて有難かった。しかし、まだまだ地域行事への参加が少な
い。夏休み、冬休みの地域での行事に積極的に参加するよう、学校側からも働きかけてほしい。

学校関係者
評価

・地域に根付いてきていたＯＳＦやＮ＆Ｎなどの行事について、ＯＳＦが春開催、Ｎ＆Ｎが体育館での
小学校単独開催と昨年度までと大きく変更になり、内容がやや縮小されたことに対して残念という声
が聞かれた。変更になった経緯や今後の在り方について、学校の考えをしっかり説明しより理解して
いただけるよう働きかける必要がある。・今年度は、中学校併設型（小中一貫型）小学校となり、これ
まで以上に連携を深め、特徴を生かしてほしいという意見が多く、期待を感じた。教職員同士の連携
をさらに図りながら、小中一貫のねらいや内容をさらに検討し、地域の方に小中一貫のよさを感じて
いただけるよう努力いていきたい。

学校関係者
評価
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