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①生活面では、コロナ対策を徹底し、児童の
安全に確実に取り組むことができた。しかし、
学級や学年づくりなど、つながりを意識した経
営を行うことは難しかった。②ペア学年での交
流を少しずつだが行ってきた。ただ、進んで活
動を作る事は難しかった。全校集会は、テレビ
朝会に切り替えて行うことができた。

B 豊かな心

①児童が安心できる場がどういった環境なのか
をもう一度全教員で再確認し、安心して学びあえ
る環境を同じ視点で作っていくことが必要であ
る。また、教室だけでなく児童の居場所になり得
る場所の充実を行っていきたい。②今の状況下
でもできる異学年交流や集会を考え、様々な場
面で行えるようにしたい。

①教室以外に児童が安心できる場所としてキ
ラキラルームを整備したが、今年度は長期間
に渡り別室指導を必要とする児童がいなかっ
た。
②ペア学年等に対して、学習活動を発表する
などの可能な範囲での取り組みを実施した。

B豊かな心

①子どもが自分らしさを発揮し、安心して生活す
ることができる居場所としての学級づくり、学年づ
くりに取り組んでいる。②毎月の全校集会、音楽
集会を充実させると共に、全校たてわり班を組
み、異学年同士のつながりを築くようにする。

全校たてわりグループでの活動（ワクワクタイ
ム）が３年目となり、全校遠足や交歓給食・全
校もちつき体験・毎月の集会など子どもたちも
自主的に活動を進めていくことができるように
なってきた。来年度も、さらに活動を増やして
いきたい。

B 豊かな心

①子どもが自分らしさを発揮し、安心して生活す
ることができる居場所としての学級づくり、学年づ
くりに取り組んでいる。②毎月の全校集会、音楽
集会を充実させると共に、なかよし学年等を組
み、異学年同士のつながりを築くようにする。

①習熟の度合いに差が広がる傾向が見られ
たため、個々の未習熟に気を付けて指導に当
たった。②感染拡大の防止など、安全面に配
慮しながら指導しなければならないこともあ
り、重点研究は授業による研究ではなく研修
会を開催し研鑽に努めた。③ぐんぐんタイム
の機会を増やし、小ステップで基礎を固めるこ

B
確かな学
力

①学習するということ、主体的に「学ぶ」ということ
はどういうことか、改めて考えながら指導にあた
ることができるようにしたい。新しい学習指導要
領の学習評価等との関連も意識して、目指す子
ども像を考えながら指導にあたりたい。②ぐんぐ
んタイム等の拡充、宿題の在り方の再検討等に
より小ステップ学習の充実、学習習慣の定着を

①主体的に「学ぶ」ことについて、共通理解を
図りながら指導にあたることができた。指導と
評価の一体化の観点からその指導を評価に
しっかり反映する点で課題があった。②通常
の１単位時間の授業とは異なり、短時間授業
だからこその活かし方をさらに検討・開発する
必要がある。

B
確かな学
力

①算数科の少人数、Ｔ・Ｔを取り入れ、子どもの実
態に合った効果的な学習支援を行い、学習意欲
の向上を目指す。②重点研のテーマ｢豊かな関
わりの中で主体的に問題解決する学習｣を通して
意欲的に学習に取り組む子どもの育成に努め
る。③朝のスキルタイムで学習の基礎基本の定
着を図る。

５・６年生の算数の授業において、習熟度別
に少人数指導をしていくことができた。また教
科担任制も取り入れることもでき、授業改善を
行っていったが、引き続き学力の定着を図る
ことが課題である。重点研究では、研究･研修
部会を中心に新指導要領の内容にも触れな
がら、国語科の授業改善に努めていくことが

B
確かな学
力

①子どもの実態に合った効果的な学習支援を行
い、学習意欲の向上を目指す。②研究のテーマ｢
豊かな関わりの中で主体的に問題解決する学
習｣を通して意欲的に学習に取り組む子どもの育
成に努める。③朝のスキルタイムで学習の基礎
基本の定着を図る。

①児童支援専任が中心となり子供や保護者
からていねいに話を聞き、担任等と連携を
取って支援を行ってきた。②東部療育セン
ター、通級等のセンター機能を活用したり、
SSWとともにケース会議を行う等をして支援方
法を学ぶとともに、子に応じた支援を行った。

B
特別支援
教育

①昨年度同様、キラキラルームの運営は専科の
裏なども活用する。指導内容は学習の習熟ととも
にそれぞれの子どもの自己肯定感にアプローチ
するようにしていく。②療育、通級等と連携をし特
別支援の支援方法を学ぶとともに個々の課題に
寄り添う支援の仕方を学ぶ。③個別の指導計画
の作成のための研修を実施する。

①キラキラルームは担当教師により、計画的
かつ丁寧に運営することができた。②通級指
導の研修ができなかったが、児童理解や具体
的な支援方法について様々な場面で共有し
た。③個別の支援計画作成のための時間を
確保する点では課題が残った。

B
特別支援
教育

①子どもや保護者の課題に寄り添い、特別支援
コーディネーターを中心に、複数での支援体制を
整える。②特別支援教育の支援方法を共通理解
し、個に応じた支援の充実を図る。

①児童支援専任が中心となり、役割を分担し
て教育相談や取り出し指導などのニーズに対
応した。②キラキラルームの指導内容を担当
者と連携して決定できるようにした。③セン
ター機能を活用して、研修会を開いた。今後
は通級指導教室と連携した研修を行っていき
たい。

B
特別支援
教育

①子どもや保護者の課題に寄り添い、特別支援
コーディネーターを中心に、複数での支援体制を
整える。②特別支援教育の支援方法を共通理解
し、個に応じた支援の充実を図る。

①学年での連携は学年研を通して、情報を共
有し指導を進めていくことができた。ただ、目
指す姿に向けての指導の徹底はもう一歩であ
る。②児童の共通理解は全体で確実に行い、
情報共有も徹底して行うことができた。ただ、
共有するだけで丸投げになることも多く、児童
支援専任の負担が増えてしまった。.

B 児童指導

①てらおスタンダードをより活用し、全教員で指
導の違いがないようにしたい。また、目指す児童
の姿だけでなく、課題もしっかりと把握し学年・全
体で指導に取り組めるようにしていきたい。②児
童支援専任を中心に報告を今以上に徹底させな
がらも、担任一人ひとりの意識改革、指導力の向
上を目標に研修をしていく必要がある。

①「てらおスタンダード」を職員研修のテーマ
として取り上げ、年間を通して指導すべきポイ
ントについて啓発した。
②児童についての情報共有を定期的に実施
した。児童指導に関する研修を充実させること
には課題が残った。

B児童指導

①学年が連携し児童理解に努め、目指す姿を共
有しながら児童指導にあたる。②児童支援専任
を中心に全教職員が子どもや子どもを取り巻く課
題を共通理解する。また、関係機関の協力を得
ながらチームとして課題解決に当たる体制作りに
努める。

①児童指導報告書を作成して、事案を一人で
抱え込まずに専任に報告しやすい仕組みを
整えた。スタンダード（共通指導事項）を作成
して、職員が組織的に対応できるようにした。
②研修会を実施して、子どもに寄り添った指
導や関連機関と連携を含めた課題解決に取
り組んだ。③挨拶を広めるように、地域と連携

B 児童指導

①学年が連携し児童理解に努め、目指す姿を共
有しながら児童指導にあたる。②児童支援専任
を中心に全教職員が子どもや子どもを取り巻く課
題を共通理解する。また、関係機関の協力を得
ながらチームとして課題解決に当たる体制作りに
努める。

①体力向上の取り組みとして、ペア学年での
短なわとびを実施した。体力テストでは、持久
性、敏捷性が男女ともに、国の平均を下回っ
ているところに、指導の課題を感じた。
②砂場や高鉄棒の整備により、運動場の安
全性を高めることができた。

B
健やかな
体

①さらなる体力向上のために、スポーツ委員会
等と協力して、オリンピック・パラリンピック教育
や、主体的に楽しみながらスポーツに親しむこと
ができるような取り組みをしていく。持久性、敏捷
性を高めるための取り組みや、教員の「体育授
業の指導力向上」を目的とした研究・研修に力を
入れていく。

①オリンピックやパラリンピックを通した全体
指導がコロナ渦のため実施不可だったため、
個々で活動できる内容を考え発信すべきだっ
た。体力向上の観点では、課題を残した。　②
体力向上のための環境整備などは、教師の
指導の下で児童が主体的に取り組めるとよ
かったと感じる。

B
健やかな
体

①一年を通して『寺リンピックタイム』として全校で
なわとび、持久走等に重点的に取り組み、運動
に親しめるようにする。②広い運動場や様々な遊
具を活用して、体を動かすことの楽しさを味わえ
るようにし、体力向上に努める。

①中休みに、『寺リンピックタイム』を継続して
取り組んでいくことができた。子どもたち一人
ひとりがめあてをもって取り組むことができ、
成果を上げてきている。②低学年を中心に、
自然を生かしたトリムコースを活用し、体を動
かすことの楽しさを感じながら、体力向上に努
めることができた。

B
健やかな
体

①一年を通して『寺リンピックタイム』として全校で
なわとび、持久走等に重点的に取り組み、運動
に親しめるようにする。②広い運動場や様々な遊
具を活用して、体を動かすことの楽しさを味わえ
るようにし、体力向上に努める。

①子どもの学びを支える方々をサポーターと
位置付け、地域、保護者、PTAのボランティア
の取組みを一元化した。サポーター募集や取
組みの報告は、マチコミを活用してお知らせし
た。②学校運営協議会と地域学校協働本部
の話し合いを同日開催とした。

B
地域連携・
学校運営
協議会

①新しい教育課程をつくり、地域や保護者に公開
する。寺尾の地域材を整理して、パンフレットを作
成する。教育活動（学び）とつながるように行事の
見直しを行う。②ボランティアや地域の方も活用
できるようにPTA地域交流室を改修し、周知す
る。③学校運営協議会と地域学校協働本部とが
一体となり、教育活動を進めていく。

①パンフレットは毎年マイナーチェンジを行
い、その年の教育活動が反映するように改善
したい。②PTA地域交流室の周知が進み、活
用される機会が増えてきた。③学校運営協議
会での助言や指摘を次年度の学校運営に生
かす取り組みができた。

B
地域連携・
学校運営
協議会

①学校支援者と学校運営協議会の意義と役割に
ついて共有し、開かれた学校運営をする。②防
災をはじめ、子どもが安心して心豊かな学校生
活を送り、教育活動がより充実するよう地域・保
護者・おやじの会を連携した学校運営を行う。

①学校運営協議会を年３回開催し、地域との
連携を深めていくことができた。地域・保護
者・おやじの会を中心に、茶摘み・茶もみ体験
や稲作体験、もちつき体験、トリムコースの整
備、花火大会、ふるさと縁日、地域防災訓練
など教職員が地域と一体となって進めていくこ
とができた。

A
地域連携・
学校運営
協議会

①学校支援者と学校運営協議会の意義と役割に
ついて共有し、開かれた学校運営をする。②防
災をはじめ、子どもが安心して心豊かな学校生
活を送り、教育活動がより充実するよう地域・保
護者・おやじの会と連携した学校運営を行う。

①新しい学習指導要領に即した指導と評価の
検討を行いながら指導することに努めた。②
重点研究の授業研究会を行うことはできな
かったが、初任研などの機会を全校の職員で
学ぶことができる機会としたり、外部講師を招
聘したりして、教職員が研鑽できるようにし
た。

B 研究・研修

①重点研究（授業研究会）ではなく、重点研修会
を行い、様々なソースから様々な視点で教職員
が研修できるようにしていきたい。

①職員各自が、自分の課題、児童をより成長
させるための課題、学校運営上の課題を見つ
け、改善・解消に向けて自己研鑽を実施した。
自ら課題を見つけることで主体的な研修とな
り、次年度に生かせる取組となった。

B研究・研修

①指導と評価の一体化に努め、子どもの実態に
即した、授業改善を行いながら学力向上に努め
る。②学年を中心として教材研究に努め意欲的
に学べる楽しい授業を提供するため、教職員が
互いに学び合い授業力を高めるために自己の目
標を明確にもち、研究授業に積極的に取り組む。

①指導と評価の一体化に努め、子どもの実態
を把握し、授業改善に努めることができた。②
分かる授業、魅力ある授業の実践のため、学
年を中心として教材研究に努め、主体的に学
べる授業を実践することができた。③教職員
が互いに学び合い授業力を高めるために自
己の目標を明確にもち、全員が国語を中心に

B 研究・研修

①指導と評価の一体化に努め、子どもの実態に
即した、授業改善を行いながら学力向上に努め
る。②学年を中心として教材研究に努め意欲的
に学べる楽しい授業を提供するため、教職員が
互いに学び合い授業力を高めるために自己の目
標を明確にもち、研究授業に積極的に取り組む。

　いじめ防止対策委員会やいじめ防止研修を
定期的に実施し、案件の経過確認をていねい
に行うことで再発防止に努めた。休校明けに
はアンケートやYPを行い、児童の実態把握に
努め、心配な案件には対応した。

B
いじめへの
対応

①いじめ防止基本方針を全職員で共有し、未然
防止のための学級風土作り等の意識を高め、事
案対処について周知する。②いじめ防止対策委
員会を定期的に実施し、認知された案件の経過
確認をていねいに行うことで再発防止に努める。
③年３回のいじめ防止研修を実施して、全教職
員のいじめに対するアンテナを高くするとともに、

①いじめ防止基本方針に示している計画に
沿って、YPアセスメント、児童アンケート等を
実施し未然防止の風土をつくるために取り組
んだ。②事案の経過、解消については保護者
にも丁寧に確認した。③児童アンケートの検
証やより効果的な活用の面では課題が残っ
た。

B
いじめへの
対応

①指導と評価の一体化に努め、子どもの実態に
即した、授業改善を行いながら学力向上に努め
る。②学年を中心として教材研究に努め意欲的
に学べる楽しい授業を提供するため、教職員が
互いに学び合い授業力を高めるために自己の目
標を明確にもち、研究授業に積極的に取り組む。

　いじめ防止対策委員会やいじめ防止研修を
定期的に実施し、案件の経過確認をていねい
に行うことで再発防止に努めた。保護者アン
ケートで、取り組み内容がわからないとの声
があったので、運営協議会や学校説明会で
YPアセスメントの取り組みの様子を伝えた。

A
いじめへの
対応

①いじめ防止対策委員会を定期的に実施し、認
知された案件の経過確認をていねいに行うことで
再発防止に努める。②年３回のいじめ防止研修
を実施して、全教職員のいじめに対するアンテナ
を高くするとともに、年２回の児童アンケートによ
り些細な変化を見逃さない体制づくりをする。

①グループウェア等を活用して、情報の共有
化を図り、時間の有効利用につなげた。職員
会議や打合せ、学年研を定期的に開催して、
関係職員によるデータ共有を推進した。②教
職員の学びの機会として、研修会を定期的に
実施した。③企業や地域等と連携して、授業
支援、研修会、イベントなどを開催した。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①グループウェア等をさらに活用して、情報の共
有化を図り、時間の有効利用につなげる。②教
職員の学びの機会として、研修会を定期的に実
施する。それに伴い、会議の在り方を見直す。③
さらに企業や地域等と連携して、授業支援、研修
会、イベントなどを開催する。

①グループウエアの活用により情報共有が進
み、個に応じた働き方に役立った。②限られ
た時間を柔軟に運用し、必要な研修時間を創
出することができた。③コロナ禍にあって企業
や地域との連携が難しかったが、保護者や地
域人材の協力を得てイベント等を開催するこ
とができた。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①いじめ防止対策委員会を定期的に実施し、認
知された案件の経過確認をていねいに行うことで
再発防止に努める。②年３回のいじめ防止研修
を実施して、全教職員のいじめに対するアンテナ
を高くするとともに、年３回の児童アンケートによ
り些細な変化を見逃さない体制づくりをする。

①年度初めの学校方針の共有はできたもの
の、今後は各組織の変容的向上、また成果・
課題点を話し合い、次年度に繋げていく検討
を充実させていく必要がある。②③メンター研
修を継続してもち、授業スキルを身に着ける
ための研修・研究を行うことができた。今後さ
らに全教員が若手教員の育成に関わる研修

B

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

①全職員が課題や方向を共有しベクトルを合わ
せることができるように、主任会や学年研を充実
して行う。②ミドルリーダーが講師となり４年次以
下の教職員を指導するメンター研修を定期的に
行い、指導上の疑問や悩みなどを気軽に話し合
い解決し、スキルを身に付けることができる研修
の場を設定する。③グループウェア等を活用し

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内の子どもの実態を共有したことで、子どもの成長を同じ視点からとらえることができた。授業
研では道徳の授業を行うことで、視点を絞った意見交換を行うことができた。ブロック会議では、各行事
の確認をすることができ、共通理解のもとに、来年度に向けて検討していくことが確認できた。中学校ブ
ロックで、地域行事への参加や６年生の中学校部活動体験などを実施できてよかった。今後も継続し
ていきたい。

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内の子どもの実態を共有したことで、子どもの成長を同じ視点からとらえることができた。授業
研では道徳の授業を行うことで、視点を絞った意見交換を行うことができた。ブロック会議では、各行事
の確認をすることができ、共通理解のもとに、来年度に向けて検討していくことが確認できた。中学校ブ
ロックで、地域行事への参加や６年生の中学校部活動体験などを実施できてよかった。今後も継続し
ていきたい。

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内の子どもの実態を共有したことで、子どもの成長を同じ視点からとらえることができた。授業
研では指導案や研究内容を共有することができた。ブロック会議では、各行事の確認をすることがで
き、共通理解のもとに、来年度に向けて検討していくことが確認できた。中学校ブロックで、地域行事へ
の参加や６年生の中学校部活動体験などを実施できなかったが、代替として生徒が作成した動画の共
有を行った。今後もできる活動を見つけて継続していきたい。
 
 

中期取組
目標
振り返り

地域コーディネーターの活躍により、地域とつながる活動が充実してきている。基礎・基本の定着につ
いて、学習面が課題であり、今後も引き続き取り組んでいきたい。学校運営協議会との連携や、地域
コーディネーターの運営が大きく前進した年になった。 中期取組

目標
振り返り

地域コーディネーターの活躍により、地域とつながる活動が充実してきている。基礎・基本の定着につ
いて、学習面が課題であり、今後も引き続き取り組んでいきたい。学校運営協議会との連携や、地域
コーディネーターの運営が大きく前進した年になった。 中期取組

目標
振り返り

中期学校経営方針をもとにした「もっとふるさと寺尾」について、職員の共通理解が進み、各組織がそ
の実現に向けて取り組む姿が見られるようになった。特に地域との連携では、コロナ禍においても、可
能な範囲で地域や保護者のボランティアを募り、学校行事や学習への支援をいただき、地域にひらか
れた学校の実現に向けて進むことができた。

学校関係者
評価

地域コーディネーター（寺ぴよ育て隊）の活動が実現され、新１年生の学習サポートや各学年の授業支
援等、学校と保護者、地域が一体となって子どもの成長を見守ることができている。今後もさらに充実
させていきたい。学校が行っているよい取組を、もっと発信してＰＴＡとの協力もさらに図っていきたい。 学校関係者

評価

地域コーディネーター（寺ぴよ育て隊）の活動が実現され、新１年生の学習サポートや各学年の授業支
援等、学校と保護者、地域が一体となって子どもの成長を見守ることができている。今後もさらに充実
させていきたい。学校が行っているよい取組を、もっと発信してＰＴＡとの協力もさらに図っていきたい。 学校関係者

評価

中期学校経営方針をもとにした「もっとふるさと寺尾」を通して学校運営をみることのよさについての言
及があった。地域コーディネーター（寺ぴよ育て隊）の活動が実現され、新１年生の学習サポート、もち
つき、花火大会、そのほか学習に関するボランティアなど、活動が定着してきている。これまでの反省
点をいかして、学校と地域とで内容を修正できているのがよい。今後も各学年の授業支援等、学校と保
護者、地域が一体となって子どもの成長を見守ることができるように、さらに充実させていきたい。


