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具体的取組 自己評価結果 具体的取組
①重点研究では、各学年で一単元を共同研究
する形で行い、意欲的に学ぶために単元計画
を工夫することができた。課題は、言語活動が
単調になり、言語活動に必然性が希薄なこと
である。②杉田の時間に関しては、協働的な
活動に難点を感じながらすすめたため、問題
解決の過程を踏めてない学級があった。

B B B確かな学力 確かな学力

①重点研テーマを「意欲的に学び、ともに高めあ
う子どもの育成」とし、国語科を授業改善の核と
し、音量掲示、話型指導、家庭学習の体系化に努
め、言葉を通して人や物とかかわる力、表現する
力を育てる。②話す必然性のある活動を取り入
れ、思いや考えを伝えたり聞いたりできるようにす
る。

①重点研究では、各学年で一単元を共同研究
する形で行い、意欲的に学ぶために単元計画
を工夫することができた。言語活動の必然性と
種類に関しては今後も課題であった。②杉田
の時間に関しては、スケジュールの見通しと問
題解決の過程を踏めてないことが今後の課題
である。

①子どもの「わかった！」「なるほど！」を大切に
するために、学習課題の設定や授業構成といっ
た手立ての工夫を中心に研究する。また今年度
中にカリキュラムの見直しを行う。②生活科・杉田
の時間を中心に体験的な活動を通して問題解決
を図る。また年1回の授業公開を行う。

①重点研究では、2年間にわたり教育課程作
成に取り組んできた。2年間で、多くの教科の
授業展開について共同研究を行い、授業力の
幅を広げることができた。反面、研究の幅が広
すぎ、児童の学力に直結するに至らなかった。
②杉田の時間に関しては、問題解決の過程を
踏めた学級とそうでない学級があった。

確かな学力

①重点研テーマを「意欲的に学び、ともに高めあ
う子どもの育成」と設定し、国語科の授業改善を
核にすえ、言語環境の充実に努め、言葉を通して
人とかかわる力、自らを表現する力を育てる。②
子ども同士の話合い活動を多く取り入れ、自分の
思いや考えを相手に伝えることができるようにす
る。

① 「先に あいさつ 杉田っ子」を合言葉に、全
校で取り組んだ。昨年度に比べ、自分からあ
いさつできる児童が徐々に増えてきた。②「受
容と寛容の心」の育成を目指し、道徳や特別
活動の時間を中心に進めた。③職員研修での
学びを生かし取り組んだが、年間を通した継
続的な取組が必要である。

B B A豊かな心 豊かな心

①挨拶を日常から全校で取り組み、よい姿を周知
し、自ら挨拶できる児童を増やす。地域の方への
挨拶もできるようにする。②人権を大切にし、「だ
れもが」「安心して」「豊かに」学校生活が過ごせる
ように取り組む。③自己有用感が高まるように横
浜プログラムの理念を取り入れた学習を展開す
る。

①「先にあいさつ杉田っ子」を合言葉に、引き
続き全校で取り組んだ。地域の方へ挨拶でき
る姿も見られた。②各学年に合わせた指導内
容を考え、人権週間や道徳の授業の中で実践
した。③職員研修での学びを生かし取り組ん
だ。昨年度より多くの横浜プログラムを年間通
して実践できたところが多かった。

①あいさつ励行を日常から全職員・全児童で取り
組み、あいさつ運動を展開する。②人権を大切に
し、「だれもが」「安心して」「豊かに」学校生活が
過ごせるよう、人権週間を中心に取り組む。③自
己有用感が高まるように各教科や道徳・杉田の
時間・特別活動の中でお互いを認め合うようにす
る。

①あいさつに関しては、全職員で意識を高く
もって取り組んだ。あいさつ運動にも長い期間
取り組んだが、児童のあいさつの習慣化への
意識育てにはまだまだ課題がある。②に関し
ては、人権担当を中心に、計画に沿ってすす
められた。③に関しては、様々な取組を行った
が、まだ見てとれるような効果が出ていない。

豊かな心

①気持ちのよいあいさつを日常から全校で取り組
むとともに、従来のあいさつ運動のとらわれない
やり方も検討する。②人権を大切にし、「だれも
が」「安心して」「豊かに」学校生活が過ごせるよう
取り組む。③自己有用感が高まるように各教科で
横浜プログラムの理念を取り入れた学習活動を
展開する。

①はコロナ禍で密になる活動なので実施でき
ず、②に関して、休校期間中に学習カードを配
付した。また、短縄を貸し出しを行ったり、今年
度は運動委員会指導のもと、短縄集会を実施
し、体力向上を図ったりした。③～⑦について
はこれから、計画的に取り組んでいく必要があ
る。

B B B健やかな体 健やかな体

①長縄集会を２回開催する。②短縄を年間を
通し取り組む。③体育科単元計画の作成をす
る。④体育科年間計画の作成し、各学年の学
習での指導事項を明確にする。⑤体育時の
約束（教師版・児童版）作成する。⑥体育備品
一覧の作成する。

①の長縄集会に関しては、コロナにより開催
が難しかった。②の短縄については、ガイドラ
インにそって、可能な限り実践を試みた。児童
の意欲的な姿が見られた。コロナ禍により、実
践の難しい面も多くあったが、時間をずらして
休み時間を２回設定する、校庭整備を進めで
きるだけ校庭で体を動かせるようにするなどの
取組をすすめた。

①１校１実践運動としての、達成目標を定めて取
り組む「長縄集会」の開催（試技会・記録会の２回
と、体育授業での練習）。　②６年間における種目
や運動能力の関連性の明確化。段階的・発展的
内容になる授業の計画と実践。③身体測定や体
力テストの結果を生かした、食生活・生活習慣の
改善。

①本年度から、学校として縄跳び（長縄、短
縄）に取り組んだ。学習カードをつくり、児童が
意欲的に取り組めるようにした。初年度として
は、効果があった。②に関しては、体育部で、6
年間の学びの見直しを行い、教育課程に工夫
を凝らした一覧を作成した。実際の運用は来
年度からとなる。

健やかな体

①長縄集会を２回開催する。②短縄を年間を
通し取り組む。③体育科単元計画の作成④
体育科年間計画の作成⑤体育時の約束（教
師版・児童版）作成⑥体育備品一覧の作成⑦
各倉庫の備品の場所についての掲示⑧各学
年の学習での指導事項の明確化

①新型感染症予防のため地域の方々と連携
をとることが難しかった。②見守り隊の方のお
力をいただきながら安全に登下校をすることが
できた。③朝会での校長講和や学級での話合
いを通して子どもたちがあいさつを自然な形で
できるようになってきている。

A A B地域連携 地域連携

①PTA活動、おやじの会等を通した保護者とのつ
ながり、登下校や学習の中での地域の方々との
つながりを大切にしていく。児童が「あいさつ」を通
してまちづくりに参画できるよう、あいさつ運動に
力を入れる。②年５回、学校運営協議会を開き、
いただいたご意見を取り入れ、学校経営に生かし
ていく。

①運動会では、PTA役員、おやじの会の方を
中心にお力添えをいただくことができた。学習
の中で地域の方に学校に来ていただいたり、
地域の施設を利用させていただいたりした。②
学校運営協議会でいただいた意見をもとにし
て、学校から保護者への発信をしたり、教育活
動アンケートの改善をしたりすることができた。

①地域・保護者とともに、安全に登下校できる環
境をつくる。また、子どもたちがすすんで挨拶し、
安全なまちづくりに参画する態度を育てる。②学
習の中で、地域の方々との連携をすることで「ま
ち」のよさを知り、とともに歩む子どもを育む。③杉
田劇場と連携を、さらに深める。

①2年目となる見守り隊は、実施日、実施個所
ともに拡大し、無理なく充実してきた。またそれ
に加え、PTA校外委員の活動も活性化し、新
たな見守り制度を生み出すに至った。②に関
しては、昨年度よりまちに出ての学習が増えて
きた。③杉田劇場との学習面での具体的な連
携も増えてきた。

地域連携

①学習の中で地域の方々との連携を深め、
横浜や杉田の良さを知り、「まち」の一員とし
て、ともに歩む子どもを育む。②地域・保護者
と連携して、安全に登下校できる環境をつく
る。また、子どもたちがすすんで挨拶し、安全
なまちづくりに参画できるよう、あいさつ運動
に力を入れる。

①②③専任やコーディネーター等、教職員が
連携を図ることがで、面談を通して、保護者に
確認をとって計画的に次年度に繋がる支援を
することができた。書類の作成面でも、確認も
含めて円滑に行うことができた。学習支援の
効果も見られた。④研修は今後も継続して行う
必要がある。

B B B
特別支援

教育
特別支援

教育

①専任を中心にコーディネーターは連絡票をもと
に、各学級の教育支援計画及び指導計画作成を
呼びかける。②年間を通して個別指導を要する児
童に対する支援を行う。③支援や配慮を要する児
童に対し、支援内容や手続きなどを特別支援の
手引きとして作成し研修や声掛けを適宜行う。

①②各学級の実態に合わせて、支援計画や
指導計画の作成をすることができた。保護者と
の連携だけでなく、担任の見取りも大切にしな
がら児童支援に努めてきた。③個人面談や保
護者連絡をとおひて、支援や配慮を要する児
童に対して、専門機関の提案や手続きの声を
かけることができ、今年度も学校外ともつなが
ることができた。

①児童支援専任及び３名の特別支援コーディ
ネーター教諭を軸とし年３回の支援会議を行い児
童のニーズに沿った指導をする。②個別学習で
は担任と相談して学習をすすめ保護者とも連携を
図る。③夏季休業中に特別支援研修を全職員で
行いより適切な支援ができるように努める。

①②取り出し指導に関しては、現在できる範
囲での対応をしっかりと展開できた。しかし、何
を、どのように…等、具体の計画や実施につ
いては課題が残った。保護者との連携（面談
や個別の教育計画等）についても、その運用
の見直しが必要である。

特別支援
教育

①専任やコーディネーターが各担任との連携を図
り、保護者と児童が望む取り出しの仕方を年度初
めに計画し年間を通して実施する。②支援・指導
計画の有無や次年度に繋がる指導になるよう年
度末に継続等の確認をする。③学習支援は、
日々担任と連絡を密に取る。④適切な支援がで
きるように特別支援研修を行う。

①②年度初めに職員で「杉田っ子の約束」を
確認し、同じ視点で指導できるようにした。今
年度はコロナの影響で追加・変更した内容も
あったが、その度に朝会等で全校に知らせて
共有し指導した。③毎週児童理解の時間を設
け、気になる児童について全職員で共有し指
導にあたることができた。

A A A児童指導 児童指導

①児童版、保護者版、指導者版の「杉田っ子の約
束」を作成して全職員で内容を共有し、指導にあ
たる。②学期始めに、学年・クラスで「杉田っ子の
約束」を確認し、年間を通して指導にあたる。③児
童理解の打ち合わせを中心に、全職員で子ども
たちの情報やクラスの状況を共有し、問題解決を
図る。

①②年度初めに職員で「杉田っ子の約束」を
確認し、同じ視点で指導できるようにした。今
年度はタブレットの導入に伴い、朝会で使い方
や約束等を伝え指導した。③毎週児童理解の
時間を設け、気になる児童について全職員で
情報を共有し指導にあたることができた。

①児童版と指導者版の「杉田っ子の約束」を作成
し、指導者版には詳細を記載し、全職員で共有す
る。②年４回、学年やクラスで「杉田っ子の約束」
を確認し、年間を通して指導にあたる。③児童支
援専任と情報を共有しながら、問題解決を目指
す。

①②児童指導に関しては、専任からの発信を
軸に、全職員で取り組めた。児童理解を深め
る研修も実施され、来年度への展望をもつこと
ができた。③具体の指導に関しては、担任と専
任との連携も大切ではあるが、教師個々の児
童指導力を上げていくことも同時に必要であ
る。今後も取り組んでいく。

児童指導

①児童版、保護者版、指導者版の「杉田っ子の約
束」を作成して全職員で内容を共有し、児童の指
導にあたる。②学期の始めに、学年・クラスで「杉
田っ子の約束」を確認し、年間を通して指導にあ
たる。③学年、児童支援専任、管理職と情報を共
有しながら、問題解決を図る。

②は、2020年度からスタートした「キャリアパス
ポート」で中・長期的に学びを振り返り、将来へ
の展望や見通しをもつことができた。①③は、
新型感染症により、年２回のアンケート実施と
なったが、昨年度に増して高い回収率となっ
た。保護者の真摯な意見を反映することがで
き、本校教育活動の大事な機会となった。

B A A
児童・学校

評価
児童・学校

評価

①児童アンケートを実施して、児童理解を深
め、職員同士で情報の分析を行う。その結果
を共有し、その後の指導に生かせるようにす
る。②年３回、保護者アンケートを実施し、い
ただいた意見を生かしながら、学校運営の改
善を図る。

①夏休みにYPアセスメントの活用の仕方の研
修を行い、児童からのアンケートをもとに児童
理解を深められるように努めた。②今年度から
メール配信でのアンケート形式にして、保護者
からより多くのご意見をいただけるようにした。
寄せられたご意見をもとに、改善できることか
ら始めることができている。

①学校評価をいかして、学校運営の改善を図る。
②年２回、児童アンケートを実施して、職員同士
で分析結果の共有を図る。 ③年４回、保護者アン
ケートを実施し、いただいたご意見を生かしなが
ら、学校運営の改善を図る。

①学校評価に関しては、即時回答を充実させ
たこともあり、回収率も上がり学校評価実施の
効果が目に見えて分かるようになった。学校運
営協議会からの評価も高い。②③きちんと実
施しているが、実施したものを有効に活かす段
階には至っていない。来年度は特に②に力を
入れたい。

児童・学校
評価

①学校評価をいかして、学校運営の改善を図
る。②年２回。児童アンケート（浜中ブロックで
協議したもの）を実施して、職員同士で分析
結果の共有を図る。③年３回、保護者アン
ケートを実施し、いただいた意見を生かしなが
ら、学校運営の改善を図る。

b8

①③いじめに関して被害者、加害者どちらの
保護者にもいじめという言葉を使って内容を伝
えることとし、学校と家庭が協力して対応でき
るようにした。②研修を通し、児童の実態に応
じてYPを使ったが計画的にもっと取り組むこと
に課題がある。④さらに学年での取組が見え
るようにしていきたい。

A A A
いじめへの

対応
いじめへの

対応

①いじめをしない、させない、見逃さないために、
報告、連絡、相談を密にする。②いじめ認知した
際、学校と家庭とで対応にあたる。③月１回いじ
め対策防止委員会を開き、組織的、積極的に取り
組む。④横浜プログラムを計画的に行う。⑤人
権・道徳・情報モラル教育を全教育活動を通して
行う。

①②③今年度もいじめに関して被害者、加害
者どちらの保護者にもいじめという言葉を使っ
て内容を伝えることとし、学校と家庭が協力し
て対応できるようにした。④⑤研修を通し、計
画的にYＰを取り組んでいくいようにする。また
タブレットの導入に伴い、人権、道徳、情報モ
ラル教育についての研修も取り入れていきた
い。

①いじめをしない、させない、見逃さないために、
報告、連絡、相談を怠らない。②YPの結果を分析
し、適切な横浜プログラムを計画的に行う。③月1
回「いじめ対策防止委員会」を開き、いじめに対し
組織的、積極的に取り組む。④人権教育、道徳教
育、情報モラル教育を全教育活動を通して行う。

①いじめに関しては、全職員で意識を高くもっ
て取り組むことができていた。早期の認知、指
導まではよいが、その後の児童、保護者への
フォローまでを充実させていく必要がある。③
に関しては、さらに迅速な開催が求められる。
④計画通りよく実施できていた。学校便りへの
発信もよかった。

いじめへの
対応

①いじめをしない、させない、見逃さないために、
報告、連絡、相談を密にし、怠らない。②YPの結
果を分析し、実態に合った横浜プログラムを計画
的に行う。③月１回いじめ対策防止委員会を開
き、いじめに対し、組織的、積極的に取り組む。④
人権教育、道徳教育、情報モラル教育を全教育
活動を通して行う。

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内
評価後の
気付き

ブロックの4校の管理職・PTA役員が、「4校会」と称し年に4回集まった。この会で、給食の試食、ハマ弁
の試食、それぞれの学校の取組等について意見交換を行った。課題を共有するなど、小中連携に効果
的な会となった。・小中間での児童生徒指導のルールの違いについても話し合い、指導の継続の観点で
共通化できることは取り組むようにした。（はさみの教室での一括管理など）・年度末には教務主任で集
まり、キャリアパスポートの９年間の意識の統一について話し合ったことは意味があった。また、ブロック
内がすべて３学期制になったことは、ブロックの統一性がとれてよかった。

ブロック内
評価後の
気付き

・コロナ禍であったが、４回の計画の中、２回開催することができた。ブロックの4校の管理職・PTA役員
が、「4校会」と称し集まった。この会で、給食の試食、それぞれの学校の取組等について意見交換を
行った。課題を共有するなど、小中連携に効果的な会となった。（ハマ弁の試食については、計画はした
が実施できず。）・小中間で、コロナ禍における学校行事の実施の仕方、PTA活動のあり方などを検討
し、実り多い情報交換ができた。児童生徒指導のルールの違いについても話し合い、指導の継続の観
点で共通化できることは取り組むようにした。

・集合型のブロック内評価が開催が難しかった。それを補うために、専任会での４校の専任同士の連
携、情報う交換を重視した。それぞれのでの取組の様子や、ガイドラインへの対応などを話し合うこと
で、自校の学校運営に大きく役立てることができた。・ハマ弁（横浜型給食）は試食会も行われ、その場
で、小中通しての食教育のあり方や、児童生徒指導の連携について話し合うことができた。また、3月に
は、小中の担当者同士の話し合いが行われ、小学校の指導の様子、中学校での指導の重点などの意
見交換を行った。大変に貴重な情報交換となった。

①は、新型感染症のため、講座や公開授業が
なかった。②は、校内の教諭を講師におき、
様々な研修を行った。③必要に応じて臨時に
会議をひらくなど職員全体ですぐに共有できる
ようにした。④新型感染症拡大防止の取組や
授業は、「杉田塾」のメンバーだけでなく、職員
全体でガイドラインを確認しながら行った。

B B B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①杉田塾を組織する。授業研や月１回の研修を
通して授業力・指導力・人間力を高めていく。②各
キャリアに応じた研修に積極的に参加する。③研
修内容を職員全体で共有する。④校長のリー
ダーシップの下、各分掌がすべきことを把握し、
責任をもって役割を果たせるようにする。

①講座や公開授業はできなかった。来年度は
メンターチーム外から入ってもらい、研鑽を積
んでいく。②zoom等を積極的に活用し、研修
に参加することができた。③IT機器の活用の
仕方についての研修を重ね、タブレット端末を
効果的に利用することができるようになってき
ている。④各分掌ごとに年間を見通した計画を
立てる必要性がある。

①各キャリアに応じた研修に積極的に参加する。
（公開授業４回、講座２講座以上）②研修内容の
職員全体での共有する。③学年研、職員会議、
打ち合わせ等を設定し、個や全体の課題を共有
し、全体で解決する。④経験の浅い教職員は、杉
田塾（年８回のメンター研修、校内授業公開１回
以上）に参加する。多くの職員の話を積極的に聞
きながらの教師力の向上を図る。

①講座、公開授業への参加は、2年間で少し
ずつ浸透してきた。来年度も続けたい。②に関
しては、なかなか有効な手が打てなかった。③
に関しては、「杉田塾」として研究の指定も受
け、計画的に実施していた。課題としては、メ
ンター研にミドル教師を関わらせてさらに充実
させていことを考えていきたい。

人材育成・
組織運営
（働き方改革）

①各キャリアに応じた研修に積極的に参加する。
（公開授業２回、講座（オンライン含む）１講座以
上）②研修内容の職員全体で共有する。③学年
研、職員会議、打ち合わせ等を設定し、個や全体
の課題を共有し、全体で解決する。④経験の浅い
教職員は、杉田塾に参加する。多くの職員の話を
聞き、教職員の向上を図る。

中期取組
目標

振り返り

中期取組
目標

振り返り

・学校の骨組みをなすことについて、この2年間で再構築しなおした。まずは、目指す資質・能力の決定、
「知、徳、体、公、開」の改定。そして、学校2学期制から3学期制への変更。運動会、宿泊行事の時期の
入れ替え。本校の特徴である地域の力を活かした事業「わくわく杉田ワールド」から、理念を活かしつつ
教育課程内において実施可能な「わくわくクラブ」への変更。あゆみの形式変更。これらのことが、令和
元年度末をもって実施または保護者地域へ発信できたことは大きな前進であるととらえたい。来年度
は、全ての取組を設定した目指す資質・能力に照らし合わせ、展開していきたい。

中期取組
目標

振り返り

・過去2年間で学校の骨組みを再構築し、今年度は目指す資質・能力の決定、「知、徳、体、公、開」の改
定、そして、学校２学期制から３学期制への変更、運動会、宿泊行事の時期の入れ替え、本校の特徴で
ある地域の力を活かした取組を継続的実施可能な「わくわくクラブ」への変更した。あゆみの形式変更及
び保護者面談方法などを変更した。コロナ禍ではあったが、変更したことを可能な範囲で実施でき、保護
者アンケートからも高い評価を得た。来年度も、本年度のコロナ対応実践をベースに、内容を充実させ
ていきたい。教職員の働き方にも、もう一歩踏み込んでいきたい。

・過去3年間の取組の中で、ここ2年間は頃対応で計画を大きく変更することもあったが、地域との連携、
学校行事の整理、情報発信の拡充と整理等において大きな進展が見られた。保護者との連携も進み、
学校教育活動へのアンケートにも高い評価をいただくに至った。この点に関しては、評価に甘んじること
なく、今後ともよりよい教育活動をすすめていかなくてはならない。学校運営協議会の学校支援体制も
素晴らしく、今後共学校運営の柱として連携していきたい。働き方については、実情を保護者地域に発
信して、理解を一歩すすめた。よりよい教育を目指して手を携えていきたいと考えている。

学校関係者
評価

学校関係者
評価

・学校運営協議会は学校を支える実りのある会。
・学校運営協議会で話したことが承認されて、発信し、学校がよくなっていることが分かった。
・学校運営協議会では、各委員が活発に意見交換ができている。具体的な話合いができ、よりよい学校
に向けて全体で取り組んでいる。・地域災害対応について具体的にどうしていったらよいか考えていく必
要がある。
・学校運営協議会の声を共通理解し、保護者に広めていくとよい。

学校関係者
評価

・学校運営協議会は教育活動を応援する力強さをもつ会である。
・学校教育活動アンケートの回収率が上昇しているのは、コロナ禍だからこそ学校の興味・関心が向い
ているということもある。だからこそ学校からの発信を丁寧にしていくことを目指してほしい。
・アンケート結果からも保護者の評価が高く、教員の使命感が素晴らしい。どのようにしたらこのような職
員集団を築くことができるのか教えてほしい。
・学校運営協議会で教員の超過勤務について話題に挙げて検討したい。

・教員の働き方改革のためには、学校で抱え込まず、地域の力をもっと活用すべき。職員の心身の健康が子どもの
健康につながるので、改革をすべき。学校単位ではない、抜本的な改革も求める。
・コロナ禍で学校教育活動が精選されてきている。コロナが終息したときに、戻すのではなく今後もつなげていくこと
も考えていくべき。
・保護者の学校教育活動アンケート、子どものアンケート、職員のアンケートを分析し、それぞれのとらえのずれをさ
ぐることで、教育活動の改善を図ることができるのでした方がよい。

自己評価結果 具体的取組 自己評価結果
総括 総括

令和 元 年度 令和 2 年度


