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①見通しがもてるよう学習計画を立てたり、話
型を掲示・活用したりするなどして、日常的に
語彙を高められるような工夫を各学級で取り
組んでいた。身につけたい話型や語彙につい
て学年ごとに考え、掲示する試みは一歩前進
だった。

B 確かな学力

①児童に必要感があり、目的が明確な対話的な
学びを取り入れた授業を行う。また、話型などを
掲示するなどして、日常的に語彙を高められるよ
うな環境整備を行う。②横浜市学力・学習状況調
査の結果を分析し、職員で共有する。その結果を
踏まえ、実態に応じた指導、支援を行う。

①児童が相手意識と目的意識をもって取り組
めるように学習計画を立て、自分の思いをもっ
たり、まとめたり、広げたりできるようにした。
対話的な学習ができるように、必要に応じて
話型を板書したり、配付したりした。②横浜市
学力・学習状況調査の結果を各学年で分析し
ながら共有し、日々の指導に生かした。

B確かな学力

①ねらいを明確にした授業づくりに努め、対話的
な学びを効果的に取り入れたり、ワークシートの
開発・板書や教具活用の工夫等を行ったりし、わ
かる授業を実践していく。②少人数指導や教科
担任制を効果的に生かし、一人ひとりに寄り添っ
た支援をする。

①重点研究を通して対話的な学びについて考
えていくことができた。②少人数や教科担任制
で一人一人の困り感に気付き、児童に合う指
導方法を考えることができた。低学年への支
援をもう少し考えていきたい。

B 確かな学力

①児童に必要感があり、目的が明確な対話的な
学びを取り入れた授業を行う。また、話型などを
掲示するなどして、日常的に語彙を高められるよ
うな環境整備を行う。②横浜市学力・学習状況調
査の結果を分析し、職員で共有する。その結果を
踏まえ、実態に応じた指導、支援を行う。

①人権の取組を含めた道徳の授業が充実し
ていた。②学校において読書の時間は、継続
的に確保できた。司書の協力もあり、並行読
書も効果的に取り組めた。 B 豊かな心

①自他のよさに気付き、認め合う心を育てるため
に、道徳等の授業や教育活動を通して、広い視
野から物事を見たり考えたりする発問や声かけ
の工夫をする。②読書タイムや読み聞かせ活動、
また教科書教材と関連させて本を読む並行読
書、総合的な学習を通して、豊かな心を育てる。

①道徳の授業を通して、自己を見つめることがで
きた。学習計画が学校行事に沿っていたので、自
分ごととして見つめる姿があった。また、メンター
研で研究授業を行ったことで、授業実践を通して
授業力の向上を図ることができた。②学校におい
て読書の時間は、継続的に確保できた。司書の協
力もあり、並行読書も効果的に取り組めた。

B豊かな心

①自他のよさに気付き、認め合う心を育てるため
に、道徳等の授業や教育活動を通して、広い視
野から物事を見たり考えたりする場の工夫をす
る。②読書タイムや読み聞かせ活動、また教科書
教材と関連させて本を読む並行読書、総合的な
学習を通して、豊かな心を育てる。

①道徳の授業を通して、自己を見つめること
ができた。学習計画が学校行事に沿っていた
ので、自分ごととして見つめる姿があった。②
司書教諭と連携し、様々な本に触れる機会が
たくさんあったのでよかった。総合的な学習で
生き物の大切さや、環境を守っていく大切を感
じることができた。

B 豊かな心

①自他のよさに気付き、認め合う心を育てるため
に、道徳等の授業や教育活動を通して、広い視
野から物事を見たり考えたりする発問や声かけ
の工夫をする。②読書タイムや読み聞かせ活動、
また教科書教材と関連させて本を読む並行読
書、総合的な学習を通して、豊かな心を育てる。

①今年度は縦割り活動自体が少なく、活動的
にも制限があったため交流を深めることは難
しかった。今後も大きな活動ができないことが
予想されるため、来年度の活動やめあても吟
味していく必要がある。②幼保小の活動は、
今年度行うことができなかった。

B 豊かな心

①たてわり活動がめあてを意識した活動となるよ
う、たてわり委員会を中心に年間を通して計画的
に行う。②幼保小交流では、グループで相談や話
合いをしながら、１年生と園児が一緒に楽しむ活
動を計画し、園児に思いを寄せながら実践してい
く。

①委員会の児童を中心にたてわり活動を運営
したが、「児童一人ひとりが役割を意識して活
動する」という活動のめあてを達成することは
難しかった。来年度は、学年ごとにめあてを周
知させる必要があると考えられる。②幼保小
の活動は、今年度行うことができなかった。

B豊かな心

①たてわり活動がめあてを意識した活動となるよ
う、たてわり委員会を中心に年間を通して計画的
に行う。②幼保小交流では、グループで相談や話
合いをしながら、１年生と園児が一緒に楽しむ活
動を計画し、実践していく。

①委員会の児童を中心に、継続的に活動を進
めることができた。たてわり活動は異学年の
交流として一定の成果があった。②各園と話し
合って年間交流の計画を立て、無理なく実施
することができた。

B 豊かな心

①たてわり活動がめあてを意識した活動となるよ
う、たてわり委員会を中心に年間を通して計画的
に行う。②幼保小交流では、グループで相談や話
合いをしながら、１年生と園児が一緒に楽しむ活
動を計画し、園児に思いを寄せながら実践してい
く。

①体育部が実施可能な年間計画を提示したこ
とで、できる限りの体育学習の実施が可能と
なった。②下野庭トレストをホームページ等で
公開し体力維持を図った。運動委員会が毎日
体育用具を貸し出すことで、運動の楽しさを感
じる様子も見られた。

A 健やかな体

①前年度の反省を活かしながら、体育科カリキュ
ラムの系統性を見直し、小学校6年間を通して、
計画的に体力向上を図れるようにする。②体つく
り運動やストレッチに関する情報を積極的に発信
し、日常的に自己の健康や体力に目を向け、目
標をもって運動に取り組もうとする子を育てる。

①体育部が実施可能な系統性を見直した体育科
カリキュラムを提示したことで、できる限りの体育
学習の実施が可能となった。②日常化の方策とし
て運動委員会が体力アップの遊びの提案を行っ
た。まだ、コロナ禍の影響もあり日常化はできてい
ないが、きっかけ作りはできたので、今後継続して
取り組んでいく。

B健やかな体

①体育科カリキュラムの系統性を見直し、小学校
6年間を通して、計画的に体力向上を図れるよう
にする。②全校ジャンピング（1分間前跳び＋リズ
ム縄跳び）や中休みの体育用具の貸出など様々
な活動を通して、自分に合った運動の楽しさを感
じながら運動に取り組もうとする子を育てる。

①体育館、校庭の使用期間を分けたことで、
授業の見通しや系統性も分かりやすくなり、子
どもも主体的に取り組み、技能を高めることが
できた。②楽しみながら運動しようという姿勢
を育むことができた。全校で時間が確保されて
いることはよいと思う。

B 健やかな体

①前年度の反省を活かしながら、体育科カリキュ
ラムの系統性を見直し、小学校6年間を通して、
計画的に体力向上を図れるようにする。②体つく
り運動やストレッチに関する情報を積極的に発信
し、日常的に自己の健康や体力に目を向け、目
標をもって運動に取り組もうとする子を育てる。

①個別支援級担任と交流級担任との情報共
有を丁寧に行い、日常の風通しが良かった。
共通理解をして指導することができた。取り出
し授業では、個に応じた方法での支援で、学
ぶ意欲や力が少しずつ向上している。② 全職
員で共通理解の場が毎週あるのがよいと思
う。

A
特別支援

教育

①個別学級担任、交流級担任が丁寧に情報を共
有し、どの子も安心して学習できるように環境を
整え,個に応じた学び方や支援の方法について学
び合う機会を作る。②発達障害の特性等につい
ての理解を深め、全職員で共通理解をし、指導に
生かす。

①個別級と交流級の両担任や、取り出し担当と担
任は日頃から丁寧に情報共有を行い、個に応じた
指導、支援ができるよう取り組んできた。特別支援
コーディネーターも適宜参加することで、安心して
過ごせる学校づくりができた。②全職員による発
達障害の特性等の共通理解の場を週1回設けるこ
とができた。

B
特別支援

教育

①個別学級担任、交流級担任が丁寧に情報を共
有し、どの子も安心して学習できるように環境を
整え,個に応じた学び方や支援の方法について学
び合う機会を作る。②発達障害の特性等につい
ての理解を深め、指導に生かす。

①情報共有を密にとり、児童理解に努め、対
応について考えることができた。②研修を通し
て発達障害への理解は深めることができた。
取り出し授業の有効性を感じる。療育のコン
サルテーションがとてもよかったので、今後も
続けていく。

A
特別支援

教育

①個別学級担任、交流級担任が丁寧に情報を共
有し、どの子も安心して学習できるように環境を
整え,個に応じた学び方や支援の方法について学
び合う機会を作る。②発達障害の特性等につい
ての理解を深め、全職員で共通理解をし、指導に
生かす。

① 定期的に行われ、情報の共有化ができた。
教師による差がないように、確認し合いながら
指導を行った。情報共有は、写真なども交える
ことで、より具体的に共有することができた。
②学校全体でぶれずに指導に当たっている。
スタンダードは、児童が守れていない内容が
ある。

A 児童指導

①学年研究会・職員会議の中で定例化した児童
理解の場を設け、情報を共有し、問題を共通理
解する。②「下野庭スタンダード」を基にした指導
の確認をするとともに、児童の状況や支援策を共
有し、指導に生かす。

① 定期的に行われ、情報の共有化ができた。
教師による差がないように、確認し合いながら
指導を行った。情報共有は、写真なども交える
ことで、より具体的に共有することができた。
②学校全体でぶれずに指導に当たっている。

A児童指導

①学年研究会・職員会議の中で定例化した児童
理解の場で、「下野庭スタンダード」を基にした指
導の確認をするとともに、児童の状況や支援策を
共有し、指導に生かす。

①児童理解の場で情報共有をすることができ
た。「下野庭スタンダード」をもとに、全職員で
一貫した指導を行った。②あいさつをしようと
する子と、意識が薄れている子が混在してい
る。どうしてあいさつすることが大切なのかを
教える必要がある。

B 児童指導

①学年研究会・職員会議の中で定例化した児童
理解の場を設け、情報を共有し、問題を共通理
解する。②「下野庭スタンダード」を基にした指導
の確認をするとともに、児童の状況や支援策を共
有し、指導に生かす。

①限られた中で、様々な形でボランティアの力
を借りることができた。個別に支援できて、学
習にも大きな効果が出ている。家庭科ボラン
ティアには、児童をよく理解していただいた上
でサポートしてもらえた。今後は、保護者もボ
ランティアとして取り込んでいく必要性を感じ
た。

B 地域連携

①コーディネーターを中心に構築してきた支援組
織の機能を生かし、学習支援ボランティアや保護
者との関わりを充実させ、豊かな学びを支援す
る。また活動を発信し、学校と地域の連携を深め
る。②地域の代表者との懇話会を通して情報を
共有し、学習や児童指導に生かす。

①コロナ禍で例年より制限されたが、読書ボラ
ンティアの読み聞かせや学習支援ボランティ
アの学習のサポートをしてもらえた。植樹活動
やマーチング活動を通して地域との連携を
図った。②今年度、情報共有の場を再開した。
今後、回数を増やし、教育活動にいかしていき
たい。

B地域連携

①コーディネーターを中心に構築してきた支援組
織の機能を生かし、学習支援ボランティアや保護
者との関わりを充実させ、豊かな学びを支援す
る。また活動を発信し、学校と地域の連携を深め
る。②地域の代表者との懇話会を通して情報を
共有し、学習や児童指導に生かす。

①多くの学習で地域ボランティアの方々の協
力を得て、充実した指導を行うことができた。
特に、入学間もない１年生への支援は、これ
からも続けていきたい。 A 地域連携

①コーディネーターを中心に構築してきた支援組
織の機能を生かし、学習支援ボランティアや保護
者との関わりを充実させ、豊かな学びを支援す
る。また活動を発信し、学校と地域の連携を深め
る。②地域の代表者との懇話会を通して情報を
共有し、学習や児童指導に生かす。

①日々の生活の中で、意識化されてきている
と感じる。教職員が挨拶に対する高い意識を
もって取り組んでいた。挨拶がよかった児童
を、担任や他の先生、地域の人から取り上げ
てもらえるような流れができると、挨拶のよさ
や価値が子どもに伝わると思う。

B 人権教育

○あいさつの大切さを知らせ、個々に課題をもっ
て「あいさつ運動」に取り組むよう働きかける。

あいさつ運動では、児童があいさつを意識し
て、自分から積極的に行うようになったと感じ
る。教職員もあいさつに対して高い意識をもっ
て取り組んでいた。さらに日常的にあいさつを
意識できるよう声掛けしていく必要がある。

B人権教育

○あいさつの大切さを知らせ、個々に課題をもっ
て「あいさつ運動」に取り組むよう働きかける。

①児童支援担当を中心に、情報の把握・迅速
な対応がなされている。②コロナ休校後の登
校時に、児童の不安な気持ちを考え、プログ
ラムを活用した。 B

いじめへの
対応

①学校いじめ防止基本方針に基づいて取り組み
を行い、学校いじめ防止対策委員会を月一回以
上定期的に行う。児童の様子を把握し未然防止
に努め、いじめの発生に対しては素早く対応をし
ていく。②「子どもの社会的スキル横浜プログラ
ム」を児童の様子をもとに活用していく。

①児童の様子をよく見て、情報を共有してい
る。いじめに発展しないよう対応していた。いじ
めの場合には、その後の経過を児童支援専
任中心に行い、繰り返されないように努めた。
②コロナ禍による児童の不安な気持ちを考
え、プログラムを活用した。

B
いじめへの

対応

①学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の
作成・実行・検証・修正を行い、学校いじめ防止
対策委員会の存在および活動を児童及び保護
者に周知する。②「子どもの社会的スキル横浜プ
ログラム」を定期的に活用し、授業においても活
用できるよう情報交換を密にする。

①日頃から児童の様子をよく見て、情報を共
有しできている。いじめについて、その後の経
過も児童支援専任を中心に進められた。②い
くつかは活用ができたので、今後も児童の実
態に応じて必要なプログラムを使っていけると
よい。

B
いじめへの

対応

①学校いじめ防止基本方針に基づいて取り組み
を行い、学校いじめ防止対策委員会を月一回以
上定期的に行う。児童の様子を把握し未然防止
に努め、いじめの発生に対しては素早く対応をし
ていく。②「子どもの社会的スキル横浜プログラ
ム」を児童の様子をもとに活用していく。

ブロック内
評価後の
気付き

来年度の統合に向けて、２つのブロックで会を行い、授業交流も行うことで、学校の雰囲気を知ることが
できた。小中の連携を深めるために、授業参観やその後の協議において情報交換を行い、それぞれの
実態を把握することができた。中学との違いを学び、授業改善をすることができた。研究協議の議題が
あいまいでもう少し共通理解しながら取り組みたい。一貫カリキュラムを根付かせていく必要があるの
が分かっているが、現実には難しいところがあり、今後の課題である。教務会では、それぞれの学校が
協力できる限り交流を計画して行えたので、今後も継続していく。

ブロック内
評価後の
気付き

人権研修は、コロナの中でもディスタンスを意識して行うことができた。内容もよかった。近隣校の学校
の様子や取組を知ることは、中学校への進学を考えるとよい機会になっていると思う。今後も連携でき
るところは継続できるとよい。今年度は、授業参観が小学校１校のみだったため、「深める」とまではい
かなかった。来年度は、中学校の授業も参観する予定を入れているので、有意義な時間にできるような
計画をしていく方向で話し合った。

ブロック内
評価後の
気付き

今年度もコロナ禍の中、できたこと、できなかったことがあった。小学校の参観ができ、授業の後に学年
で集まり前年度できなっかた情報交換ができたのは良かった。来年度は、中学校の参観もできると良い
と思う。また、小中合同ボランティア、職業体験など前年度できなかった小中の交流ができたことも成果
である。ブロックの担当でリモートやメールを活用して連絡を取り合えたことが活動につながったと思う。
来年度も厳しい状況だと思うがその中で、有意義な時間にできるような計画をしていく方向で話し合っ
た。

①計画的かつ、積極的に研修を積んでいた。
普段から意見を伝えたり気持ちを伝え合った
りした。他の先生の授業を見ることができたの
で、授業の進め方を学ぶことができた。②学校
カウンセラーを講師に、2度研修を行った。③
複数の教師で児童を見ることによる児童の共
通理解と、教師の時間のゆとりを作れた。

A

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①メンターチーム研修を計画的に行い、互いに授
業公開や意見交換の場を作り実践力を高める。
②児童理解や人権等の研修を行うことで教師力
を高め、チーム意識をもって諸問題に対応してい
く。③校務分掌の統合、フレックスによる就業へ
の柔軟な対応、チーム学年事業を通して、効率よ
く、効果的な教育活動を推進できる組織運営

①計画的に研修を積み、普段から意見交換も
することができた。各教科の授業づくりや指導
法について研修を行い、実践力を高めること
ができた。②打ち合わせ等で共有の機会をも
ち、チームでの対応ができた。③ミライムの活
用・職員会議の進め方の見直しにより、効率
のよい組織運営ができるようになった。

A

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①メンターチーム研修を計画的に行い、互いに授
業公開や意見交換の場を作り実践力を高める。
②児童理解や人権等の研修を行うことで教師力
を高め、チーム意識をもって諸問題に対応してい
く。③校務分掌の統合、フレックスによる就業へ
の柔軟な対応、チーム学年事業を通して、効率よ
く、効果的な教育活動を推進できる組織運営

①メンターチームではよい関係で話し合いが
でき、指導力向上につながった。②打ち合わ
せ等で共有の機会をもち、チームでの対応が
できた。③チーム学年として授業を教科担任
にしたことで、効率よく授業準備を行うことがで
きている。ミライムの活用・職員会議の進め方
の見直しにより、効率のよい組織運営ができ
るようになった。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①メンターチーム研修を計画的に行い、互いに授
業公開や意見交換の場を作り実践力を高める。
②児童理解や人権等の研修を行うことで教師力
を高め、チーム意識をもって諸問題に対応してい
く。③校務分掌の統合、フレックスによる就業へ
の柔軟な対応、チーム学年事業を通して、効率よ
く、効果的な教育活動を推進できる組織運営

中期取組
目標

振り返り

3か年計画の初年度として、様々な視点で取組を変えてきた。働き方に対する意識の変化を求めるもの
が多くあった。ガバナンスをもち、重複する内容のものを統合し、より具体的に業務内容の明確化に着
手することができたと思う。令和1年度においては、そのことの体制の確立ができたといってよい。次年
度以降は、その一つ一つに意味と価値を付加していくことが大切となる。重点取組分野について、まだ
まだ具体化していくことが求めらる。学校教育目標の具現化としての子どもの姿の具体像を共有化し、
築いた体制を基盤に持続可能な働き方が伴った教育活動の展開を図りたい。

中期取組
目標

振り返り

今年度は休校から始まり様々な活動が制限される中、子ども一人ひとりをよくみて必要に応じた指導を
行うように教職員の連携を重視してきた。児童指導においては、定期的に共有し適切な指導を行うこと
ができた。特に、保護者との連携においては、困り事などを学校カウンセラーやSSW、区役所との連携
を密にして取り組むことができた。働き方改革においては、高学年において教科担任制が定着し教材研
究の時間や学年研の時間を確保することができた。体づくりに関しては、オンラインを活用したり安全な
体育の在り方について共有したりすることができた。パソコンを活用した授業にも取り組んできた。

中期取組
目標

振り返り

今年度も、分散登校や学級閉鎖があり、様々な活動が制限される中、子ども一人ひとりをよく見て必要
に応じた指導を行うように教職員の連携を重視してきた。学年が１つのチームとなり、子どもに寄り添い
ながら指導・支援を行った。週に一度全体の共有理解の場を設け、指導・支援にあたった。困り事など
は、専任を中心に、学校カウンセラー、SSW、委員会、区役所、児童相談所との連携を密にして取り組
めるように努力した。働き方改革においては、高学年の教科担任制を行うことで教材研究の時間や学
年研の時間を確保することができた。全学年、タブレット端末を活用した授業にも取り組むことできた。

学校関係者
評価

全体を通して、様々なボランティア活動を通して、本校の教育活動に携わっている中でも、次の内容に
ついて日常的に感じていることが多いように感じられた。
・離席している児童がいないこと、教師の話や活動にみんなが取り組んでいることに感心した。
・算数少人数指導について、具体的な取組を見ることで、子ども一人ひとりに応じた教育がなされてい
ることを今後も続けてほしい。

学校関係者
評価

今年度、まち懇などで学校関係者の意見をもらう機会がほとんどなかった。PTA運営委員会や学援隊と
の意見交換から、コロナで様々な制限がある中、宿泊行事や運動会などの行事を安全対策を行った上
で実施できたことは良かった。特に、創立４５周年にあたる今年度、様々な特徴ある活動ができたことは
評価できる。学援隊のメンバーが高齢化してきたので、多くの保護者がかかわることができると良い。
子どもたちはよく挨拶をしている。

学校関係者
評価

今年度も、まち懇などで学校関係者の意見をもらう機会がほとんどなかった。PTA運営委員会や民生
委員、主任児童委員、学援隊との意見交換から、コロナ禍で様々な制限がある中、宿泊行事や運動会
などの行事を安全対策を行った上で実施できたことは良かった。昨年度は、あいさつ運動ができなかっ
たが今年度は、、感染の合間を縫って３～６年の「あいさつ運動」が実施できたことはよかった。あいさ
つができる子どもが増えてきたが、まだまだできていない子どももいる。引き続き進んであいさつができ
る子どもが増えるようにように声をかけながら見守っていきたい。


