
B

C

B

B

①地域(保護者)ボランティアの協力で、多くの目で児
童の取組を見て、より行き届いた学習支援が行え
た。②高学年は地域の方々と一緒に様々な体験を行
い、地域の一員であることの自覚をもつことができ
た。４年生は、消防出張所の方の話を聞いて、防災
についての意識を高められた。③多くの方が来校し
て、様々な場面で、交流の機会をもつことができた。
感謝の気持ちの表し方については、今後よりよい方
法を検討していきたい。

①学援隊に通学路の見守りをしてもらい、児童
が安全に安心して登下校できた。②教室や校
庭、プール等も含め、校内の安全点検を毎月行
い、気づいたことを改善した。③年間で計画的に
避難訓練を行い、素早く安全な避難を児童に意
識づけできた。④警察・区役所・警備会社・携帯
会社など、外部機関の方に指導を依頼する機会
を設定し、児童の安全意識がより高まった。

①「桜井スタンダード」が定着し、児童も教職員
も共通のルールで指導することができた。年度
末に見直し・改善点を話し合うことで、再確認す
る必要がある。②児童理解の時間を毎月１回実
施した。全職員で配慮を要する児童、支援が必
要な児童などを見守り、支援することができた。
④保護者への情報発信や情報交換に努め、特
別支援や教育相談を充実させることができた。

健やかな体

①学校保健委員会のテーマを設定し、年間を通して取
り組む。長期休業明けの生活リズムチェックを年間に３
回実施する。②体力の向上を図るために、タグラグビー
クラブを特設するとともに、全校でマラソンや長縄に取
り組む機会を増やす。③遊具の貸し出しをしたり、毎週
水曜日の給食後の時間に３５分間の昼休みを設定し
て、外で運動する時間を十分確保する。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

　今年度の具体的取組について、各分野で計画的に進められ、一定の成果が得られた。
　学習環境や学習指導において、スタンダードを決めることで、共通理解が図られてきている。若手教
員の増加に伴い、授業改善に関わる校内研修を今後も充実していく必要がある。
　学習習慣や児童理解などにおいては、家庭との連携が必要になってくる。一層の連携を図るため
に、次年度は情報を発信することや他機関との連携をさらに図っていきたい。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

　昨年度よりも、各分野の具体的取組が充実し、成果となっている。地域の理解・協力もあり、児童も
落ち着いて生活できている。学習環境や学習指導において、スタンダードを決めることで、共通理解
が図られてきているが、定期的に見直し、改善が必要である。学級経営や授業改善に関わる研修
は、今後も充実していく必要がある。いじめへの対応や児童理解については、随時情報を共有し、全
職員が早期対応を心掛けた。今後も様々な取組において、チームとして協力体制をとって対応して学
校運営を進めていきたい。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

学校関係者
評価

【確かな学力】少人数やTTの指導を行うなど、児童の実態や個に応じた指導が図られているので、今後も取り組んでいって
ほしい。授業では、考え方を伝え合う指導をもっと取り入れていく必要があるだろう。【豊かな心】人権的な視点から子どもた
ちに多様な考えのあることを理解できるようになってほしい。【健やかな体】放課後も公園で遊んでいる元気な子どもたちが
多いところがとてもほほえましい。【児童生徒指導】世の中ではいじめが問題になっているので、これからも十分に配慮した
対応をお願いしたい。【安全】【地域連携】登下校の様子を見ていて、子どもたちがとても落ち着いている様子がわかる。【そ
の他】様々な課題の解決のためには、学校だけでなく家庭との連携が最も必要なので、一層協力できるとよい。学校評価
アンケートの結果から課題を把握し、これからも全職員で取り組んでいってもらいたい。

学校関係者
評価

【確かな学力】板書など分かりやすい授業への取組がなされている。児童が落ち着いて学習できるように、授業改善や環境づくりに取り組
んでほしい。【豊かな心】あいさつについては、大人からも積極的にすることで子どもたちが応えてくれるようになると思う。社会的ルールや
マナーは、学校でできることと家庭でできることがそれぞれあるので、双方の働きかけが必要である。【児童生徒指導】週１回程度、スクー
ルカウンセラーが来ていて、区役所にも相談窓口がある。学校からも情報発信していくとよい。【安全】薬物乱用防止教室や携帯スマホ安
全教室・防災教室など、子ども向けのプログラムが様々あるので実施してほしい。【地域】学援隊をはじめとして、地域や保護者の方々の
協力がとても温かい。・地域行事に参加する児童も多いと感じている。（児童の意識とのずれがあるが）・朝練習や試合・発表など、特設ク
ラブの指導が充実していて感謝している。【環境】図書室前の読書記録の取組は、全学年で盛り上がっていくとよい。

学校関係者
評価

ブロック内
相互評価
後の気付き

　昨年度、「桜井スタンダード」について情報交換を行ったことにより、今年度は小中ブロックで「授業のユニバー
サルデザイン化」をサブテーマにして児童生徒指導や教育環境の整備に重点を当てて授業研究会を実施した。
今年度は本郷小でも同様のスタンダードが作成され、授業研究会では学校間での情報交換が活発になされた。
本郷中でもUDの視点を授業に取り入れた授業提案があり、相互に授業を見合うことが授業改善と指導の一体
化に効果的だった。相互評価において、小中のギャップが少なくなって児童が安心して生活できる環境が整いつ
つあるという意見も多く挙がった。今後も継続して情報交換や授業交流を通して小中の連携を一層図っていきた
い。

ブロック内
相互評価
後の気付き

　今年度も「授業のユニバーサルデザイン化」について、ブロック内で情報交換を行った。それぞれの学校で取り
組んでいることや、学習・生活スタンダードについても共有し、各学校で実践を重ねた。小学校での学びや環境
が活かされ、中学校で落ち着いた生活ができているという意見が挙がった。　授業研究会では、小学校・中学校
で授業提案があり、相互に授業を見合う中で評価を行った。授業の工夫については、教科指導だけでなくUDの
視点も意識して話し合った。また、カリキュラムマネジメントについてもブロック内で話し合い、来年度の取り組み
方法・内容を設定した。今後も継続して情報交換や授業交流を通して小中の連携を一層図っていきたい。

ブロック内
相互評価
後の気付き

①視聴覚機器を使ったり、１時間の流れが分かる板
書を心掛けたりして、児童が授業に取り組みやすい
環境を整えてきた。Ipad関連機器が導入され、カメラ
やアプリ等を用いた視覚的支援について考えること
ができた。②教室内の物の配置や掲示物をすっきり
と整えるための工夫を全体で共有化した。③学年が
変わっても、児童が安心して授業に取り組むことがで
きる共通のルールが浸透した。

教育環境

①構造的な板書・視聴覚機器を使った支援を行
い、児童にとってわかりやすい学習環境を整え
る。②安全で安心できる環境づくりのため、整理
整頓と環境の美化に努め、教室内の物の配置や
掲示物をすっきりと整える。③だれにとってもわか
りやすい授業づくりのために、全学年共通の指導
ツールの活用を推進する。

教育環境

①効果的な板書や視聴覚機器を使った視覚的支
援を行い、わかりやすい学習環境を整える。②生
活環境を充実させるために、教室内の物の配置
や掲示物をすっきりと整える。③だれにとってもわ
かりやすい授業づくりのために、全学年共通の指
導ツールの活用を推進する。

①今年度重点的に取り組んだノート指導では、
マス目黒板を使ったり、１時間の流れが分かる
板書を心掛けたりして、ノートをとりやすい環境
を整えてきた。②教室内の物の配置や掲示物を
すっきりと整えるための工夫を今後も全体で共
有化していく。③学年が変わっても、児童が安心
して授業に取り組むことができる共通のルール
が浸透してきたので継続していきたい。

教育環境

①効果的な板書や視聴覚機器を使った視覚的支
援を行い、わかりやすい学習環境を整える。②生
活環境を充実させるために、教室内の物の配置
や掲示物をすっきりと整える。③だれにとってもわ
かりやすい授業づくりのために、全学年共通の指
導ツールの活用を推進する。

人材育成・
組織運営

①校務分掌の仕事内容・スケジュール・責任者を明
示し、計画的な運営を図る。②情報機器を活用し、
情報の共有化を図るとともに、必要なものを精選して
いく。③月に２回の学年主任会を行い学校全体の課
題や児童に関する情報を共有する。④メンターの研
修を毎月行い、若手職員の授業力向上を図り、チー
ム力を活かした学校運営を推進する。

①校務分掌を確認するファイルを作成し計画的
な運営ができている。より協働した運営を目指し
たい。②必要な情報を厳選・共有し円滑に運営
されてきている。③学年主任会が十分に実施で
きなかったため課題の把握に課題が残った。④
メンター研修を計画的に実施し、若手教員内の
授業改善への意識が高まりつつあるので、全職
員のサポート体制を充実させていきたい。

人材育成・
組織運営

①校務分掌の仕事内容・スケジュール・責任者を明
示し、計画的な運営を図る。②情報機器を活用し、
情報の共有化を図るとともに、必要なものを精選して
いく。③月に２回の学年主任会を行い学校全体の課
題や児童に関する情報を共有する。④メンターの研
修を毎月行い、若手職員の授業力向上を図り、チー
ム力を活かした学校運営を推進する。

①計画的な運営のため担当者への連絡・調整
を密にした。②情報共有はできているが、より活
用しやすくするために整理する必要がある。③
学年主任会は計画通り実施できなかったが、職
員会議等での情報共有を大切にした。④計画的
にメンターチームでの研修に取り組めた。研究
授業や模擬授業、教材の持ち寄りや先輩教員
に学ぶ会など積極的に活動した。

人材育成・
組織運営

①校務分掌の仕事内容・スケジュール・責任者を明
示し、計画的な運営を図る。②情報機器を活用し、
情報の共有化を図るとともに、必要なものを精選して
いく。行事の反省も随時行う。③月１回の職員会議
で学校全体の課題や児童に関する情報を共有す
る。④メンターの研修を毎月行い、若手職員の授業
力向上を図り、チーム力を活かした学校運営を推進
する。

安全

①登下校時の学援隊（地域ボランティア）との連携
を図る。②教室及び特別教室の安全点検を毎月
実施し、事故の防止に努める。③地震・火災・不審
者・大規模災害など、様々な目的意識をもって避
難訓練を行う。④関係機関と連携し、安全教室を
実施する。（防犯・自転車・携帯電話・いじめ暴力・
薬物　等）

①通学路の要所（危険箇所）に学援隊に立って
いただくことで児童が安全に登下校できている。
②毎月安全点検を実施し、破損等を早めに修
繕・交換することができた。③毎月避難訓練を行
い、想定内容を意識させて取り組むことができ
た。④警察・警備会社・携帯会社など、外部機関
の指導で、児童の安全への意識が高まった。

安全

①登下校時の学援隊（地域ボランティア）との連携
を図る。②教室及び特別教室の安全点検を毎月
実施し、事故の防止に努める。③地震・火災・不審
者・大規模災害など、様々な目的意識をもって避
難訓練を行う。④関係機関と連携し、安全教室を
実施する。（防犯・自転車・携帯電話・いじめ暴力・
薬物　等）

BA

地域連携

①学援隊・桜井こども支援隊・グリーンボランティ
ア（地域・保護者ボランティア）などの地域力を活
かし、学習活動の充実を図る。②地域合同防災訓
練を９月に実施し、児童と地域の方々が一緒に活
動する機会をもつ。③地域行事に積極的に参加
するとともに、様々な学校行事に招待したり、交流
給食を年１回設定したりして地域の方々に感謝の
気持ちを伝える。

地域連携

①学援隊・桜井こども支援隊・グリーンボランティ
ア（地域・保護者ボランティア）などの地域力を活
かし、学習活動の充実を図る。②地域合同防災訓
練を９月に実施し、児童と地域の方々が一緒に活
動する機会をもつ。③様々な学校行事に地域の
方々を招待するとともに、交流給食を年１回設定
して地域の方々に感謝の気持ちを伝える。

①水泳・家庭科・理科（植物の栽培）を中心に、
地域(保護者)ボランティアの協力で、より行き届
いた学習支援が行えた。②５・６年生は地域の
方々と一緒に救護法や救命法の訓練を行い、
地域の一員であることの自覚をもつことができ
た。③学校行事に多くの方が来校・参観してくだ
さり、児童との交流の機会をもつことができた。

地域連携

①学援隊・桜井こども支援隊・グリーンボランティ
ア（地域・保護者ボランティア）などの地域力を活
かし、学習活動の充実を図る。②地域合同防災訓
練を９月に実施し、児童と地域の方々が一緒に活
動する機会をもつ。③様々な学校行事に地域の
方々を招待するとともに、交流給食を年１回設定
して地域の方々に感謝の気持ちを伝える。

AB

児童生徒
指導

①「桜井スタンダード」を基本とした学校生活の定
着を図る。②Ｙ－Ｐを年間２回実施し、個や集団の
理解を深め、支援策を学年や全職員で考える。③
児童理解の時間を毎月１回設定し全職員で共通
理解し、いじめ等の問題の防止に努める。④児童
の困り感だけでなく、保護者の困り感にも目を向
け、特別支援や教育相談の充実を目指す。

①「桜井スタンダード」が定着し、児童も教職員も共
通のルールで生活することができた。②Y-Pアセス
メントを年間２回行い、個や集団について学年で話
し合い共通理解をすることができた。③児童理解
の時間を毎月１回実施し、全職員で配慮を要する
児童、支援が必要な児童などを見守ることができ
た。④保護者との情報交換を密にとり、特別支援
や教育相談を充実させることができた。

児童生徒
指導

①「桜井スタンダード」を基本とした学校生活の定
着を図る。②児童理解の時間を毎月１回設定し全
職員で共通理解し、様々な問題の防止に努める。
③児童の困り感だけでなく、保護者の困り感にも
目を向け、特別支援や教育相談の充実を目指
す。

BB

安全

①登下校時の学援隊（地域ボランティア）との密な
連携を図る。②教室及び特別教室の安全点検を
毎月１５日に実施し、事故の防止に努める。③地
震・火災・不審者・大規模災害など、様々な目的意
識をもって計画的に避難訓練を行う。④関係機関
と連携し、安全教室を実施する。（防犯・自転車・
携帯電話・いじめ暴力・薬物　等）

①責任感、やさしさ、協力することのよさを学ぶた
めに、たてわり活動を計画的に行う。②あいさつ
の習慣化を目指し、教師からの積極的な声掛け、
あいさつ運動に取り組む。③体験活動を通して、
社会的ルールを定着させ、よりよい人間関係を築
くことを目指す。

①学校保健委員会では、運動を意識した生活を心が
けるために、様々な取組を行った。生活リズムチェッ
クを年間３回実施したことにより、子どもたちが自分
の生活改善に対して意識することができた。②３５分
昼休みには、たくさんの子どもたちがグラウンドに出
て、体を動かす様子が見られた。③タグラグビークラ
ブでは、引き続き年間を通して活動していく。また、マ
ラソンや長縄では、授業時間の中での取り組みを全
体に呼びかけていく。

B

①たてわり活動では、高学年がリーダーシップを
発揮し、他学年との関わりを深めることができ
た。②保護者アンケートでの評価の反省ととも
に、あいさつをする子どもがもっと増えてほしい
ので、継続して声かけをしていきたい。③学年の
発達段階に応じた豊かな体験活動ができ、子ど
も同士や地域の方々とのつながりが深まった。

B

B

児童生徒
指導

①「桜井スタンダード」を基本とし、全職員が全校
共通の指導を行い、学校生活の定着を図る。②児
童理解の時間を毎月１回設定し全職員で共通理
解し、様々な問題の防止に努める。③児童の困り
感だけでなく、保護者の困り感にも目を向け、特
別支援や教育相談の充実を目指す。

豊かな心

①責任感、やさしさ、協力することのよさを学ぶた
めに、集会や行事の中でたてわり活動を計画的に
行う。②あいさつの習慣化を目指し、教師からの
積極的な声掛け、あいさつ運動に取り組むととも
に、保護者へ働きかける。③体験活動を通して、
社会的ルールを定着させ、よりよい人間関係を築
くことを目指す。

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基礎学力の向上のために、全学級で「学習の
手引き」を活用し見通しをもって学習を進める。②
各教科の身につけたい力を系統的に位置づけ、
評価規準を明確にした授業を行う。　③読書環境
を整え、読書活動を推進する。④児童の実態の把
握に努め、個に応じた指導・支援を工夫する。

①基礎学力の向上のために、「学習の手引き」をもと
に見通しをもって学習を進め、一定の成果を得た。②
主に読むこと、書くこと、計算することや道徳教育を
中心に身につけたい力を明確にした授業実践を行
い、授業力の向上を図ることができた。　③継続的な
朝読書や読み聞かせを通し、読書活動を推進した。
④児童の実態を把握し、個に応じた指導・支援・声掛
けを行った。個別指導も有効だった。

確かな学力

①基礎学力の向上のために、全学級で「学習の
手引き」を活用し見通しをもって学習を進める。②
各教科の身につけたい力を系統的に位置づけ、
評価規準を明確にした授業を行う。　③読書環境
を整え、読書活動を推進する。④児童の実態の把
握に努め、個に応じた指導・支援を工夫する。

①基礎学力の向上のために、「学習の手引き」をも
とに、見通しをもって学習を進め、一定の成果を得
た。②身につけたい力を明確にした授業実践を
行った。今後も授業力向上のため、様々な研修や
研究会を実施していきたい。③継続的な朝読書や
読み聞かせを通し、読書活動を推進した。④児童
の実態の把握し、個に応じた指導・支援・声かけを
行った。個別指導も計画的に行い有効だった。

重点取組
分野

確かな学力

①基礎学力の向上のために、全学級で「学習の
手引き」を活用し見通しをもって学習を進める。②
各教科の身につけたい力を系統的に位置づけ、
評価規準を明確にした授業を行う。　③読書環境
を整え、読書活動を推進する。④学習状況調査を
分析し、児童の実態の把握に努め、個に応じた指
導・支援を工夫する。

総括

B

①Ｙ－Ｐアンケートを年2回実施した。また、それをもとに研
修を行い、個や集団の理解を深め、支援策を考え、全職員
で取り組んだ。②「道徳」では、全校で年間を通して授業研
究を行った。児童の実態を踏まえた課題を設定し、児童が
自らのよさや課題に気づき、自他ともに心豊かに生きようと
する力を育むことができるような授業を行った。③児童一人
ひとりの心理や特性を見出す児童理解に努め、毎月1回の
全職員での情報共有に加え、日々の気づきを他の教員と積
極的に共有してきた。

B
いじめへの
対応

横浜市立 桜井小学校 学校評価報告書 （平成28～30年度）

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「規則正しい生活習慣」を学校保健委員会の
テーマとして取り組み、生活リズムチェックを年間
に３回実施する。②体力の向上を図るために、タ
グラグビークラブを特設するとともに、全校でマラ
ソンや長縄に取り組む。③毎週水曜日の給食後
の時間に３５分間の昼休みを設定し、運動する時
間を十分確保する。

①生活リズムチェックを年間３回実施したことに
より、子どもたちが自分の生活改善に対して意
識することができた。②タグラグビークラブでは、
引き続き年間を通して活動していく。また、マラソ
ンや長縄では、授業時間の中での取り組みを全
体に呼びかけていく。③３５分昼休みには、たく
さんの子どもたちがグラウンドに出て、体を動か
す様子が見られるので継続して働きかけていく。

健やかな体

①「心も体も健康に」を学校保健委員会のテーマ
として取り組み、生活リズムチェックを年間に３回
実施する。②体力の向上を図るために、タグラグ
ビークラブを特設するとともに、全校でマラソンや
長縄に取り組む。③毎週水曜日の給食後の時間
に３５分間の昼休みを設定し、運動する時間を十
分確保する。

A

豊かな心

①道徳教育を充実させるために、各教科・領域の
学習との関連を促進する。②責任感、やさしさ、協
力することのよさを学ぶために、たてわり活動を計
画的に行う。③あいさつの習慣化を目指し、教師
からの積極的な声掛け、あいさつ運動に取り組
む。④体験活動を通して、社会的ルールを定着さ
せ、よりよい人間関係を築くことを目指す。

①人権週間では、担任による読み聞かせや、ビデオ
を視聴することを通して、友達との関わり方について
話し合った。そして作文を書くことで自分を振り返るこ
とができた。②たてわり活動では、高学年がリーダー
シップを発揮し、他学年との関わりを深めることがで
きた。③教師からの声掛けにより、あいさつをする子
どもが増えてきたので、継続して取り組んでいきた
い。④学年の発達段階に応じた豊かな体験活動がで
き、子ども同士や地域とのつながりが深まった。

豊かな心

①Ｙ－Ｐを年間２回実施し、個や集団の理解を深
め、支援策を学年や全職員で考える。②特別の教
科道徳」において、児童が自らのよさや課題に気
づき、自他ともに心豊かに生きようとする力を育む
学習に取り組む。③児童一人ひとりの心理や特性
を見出す児童理解に努め、全職員が積極的に情
報共有を行う。

いじめへの
対応

①Ｙ－Ｐを年間２回実施し、個や集団の理解を深
め、支援策を学年や全職員で考える。②特別の教
科道徳」において、児童が自らのよさや課題に気
づき、自他ともに心豊かに生きようとする力を育む
学習に取り組む。③児童一人ひとりの心理や特性
を見出す児童理解に努め、全職員が積極的に情
報共有を行う。


