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①校医との連携を高め、学校保健委員会
では歯・口の健康づくりの関心を高めた。
また、歯に関すること以外に、姿勢や手洗
いについても理解を深めた。②体育学習や
運動集会、体いきいき週間など、児童が体
を動かす楽しみを感じる機会を確保した。
③栄養職員が家庭科や総合の学習、給食
指導に参加し、食に関する興味が高まっ

豊かな心

①道徳の時間を有効に活用し、子どもの自己肯
定感・自尊感情を高めていけるよう、指導の工夫
をする。
②友達とかかわりながら物事に取り組んでいける
よう、たてわり活動を意図的・計画的に行ってい
く。

①道徳の時間に、自分自身をみつめ、ふり
かえることができるよう、指導の工夫を行っ
た。学級においてはＹＰプログラムを活用
し、児童相互の関係がよりよくなるよう、実
態把握を行った。
②たてわり活動やたてわり清掃を年間を通
して計画的に行い、異学年のかかわりが
深まった。

B

B

B

①個別の指導計画・教育支援計画を新た
に作成し記録したので、来年度も継続した
い。②昨年に引き続き、東部療育センター
から講師を招き研修会やコンサルテーショ
ンを実施し、日々の教育活動に生かしてき
た。③年度初めに、一般学級と個別支援学
級の担任間で話し合いをし、交流の授業に
ついて計画的に実施し連携を深めた。

①学校説明会等で、伝える内容を精選し、
各家庭へ資料を配布したりHPに掲載したり
してより分かりやすく説明してきた。②開か
れた学校を目指し、学校行事の内容や公
開授業の開催予定等をわかりやすく発信
するようにした。学校関係者からの評価に
ついて、教職員で共有して、よりよい教育
活動のあり方を検討している。

①児童指導部を中心に学校のきまりにつ
いて共通理解に努めたが、理解の仕方に
多少のずれが見られた。全職員が同じ目
線で指導していけるようにしたい。②指導
が必要な児童について学年・専任など多く
の目で見るように努めたが、学年研で、気
になる児童について情報交換したり支援の
仕方を考えたりする時間が充分にとれな

健やかな
体

①歯科健康診断の充実を図るとともに、体験を通
して学びを実感できる学校保健委員会を企画し、
歯・口の健康づくりを推進する。②体育学習やか
らだいきいき週間など、運動に親しむ機会の充実
を図り、体力向上に努める。③高学年の家庭科
の授業以外にも、各学年の実態に応じて栄養職
員と連携をとり、食育の充実を図る。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

前「中期学校経営計画」の振り返りに基づき、今回の中期学校経営計画では、全職員が学校経営に
積極的に参画して、ＰＤＣＡサイクルを形成していくことを大きな柱として考えた。重点取組分野ごと
の部会に職員を構成し、具体的な取組内容の検討、自己評価ならびに総括をして、来年度の具体
的な取組につなげることができた。その際、全体で共有するため、部会⇒全体会のステップを必ずと
るようにしたことも効果的だったと考えられる。また、既存の児童・保護者に向けたアンケートも見直
し、重点取組との連動性、質問項目の焦点化などを考慮した。今年度出た要望や課題を真摯に受け
止めて 次年度の経営に生かしていきたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

中期学校経営計画の２年目を終え、全職員が学校経営に積極的に参画して、ＰＤＣＡサイクルを形
成していくことができた。重点取組についても分野ごとの部会構成にしているため一人ひとりの職員
が、自己評価ならびに総括をして、来年度の具体的な取組につなげることができた。また、今年度
は、次期学習指導要領の改訂に伴い、鶴見中学校区の成長目標などを改めて見直し検討をした。
来年度は、最終年度にあたるため、カリキュラム・マネジメントと合わせて、中期学校経営計画全般
の大きな振り返りを行っていきたい。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

昨年度末から教育課程の編成の絡みもあって、鶴見中学校区での話し合いをもつ機会が多くなって
きた。主に推進担当者が関わることが多いのだが、この中期学校経営方針の重点取組分野も含め、
全職員が学校の経営方針について考え、話し合い、自分の意見を持ち合わせる機会を設けることは
有意義だと考える。次期、中期学校経営方針については、やはり本校の場合、現在ある重点取組分
野を継続していくことが望ましいという結論に至った。各分野からの発信により、さらに全職員が同じ
方向性になるような手立ての必要性も感じる。

学校関係者
評価

学校では教職員が熱心に教育に携わり感謝している。また、上述の「具体的取り組み」と「自己評価
結果」からは、学校全体でよく努力していることがうかがわれるので、次年度も期待している。学校と
地域との関わり方については、よりよい方向へ向かうよう地域としても対応を見直していきたい。保
護者、児童向けの学校評価アンケートの集計からは、子どもたちが学校で仲良く楽しく過ごしている
様子や保護者も同じように感じている様子が分かり、とてもうれしく思う。しかし、児童アンケートの中
で、困ったときに相談できる先生がいないと答えた児童が１０％弱いることについては、やや気にな
るので、詳しく分析してほしい。

学校関係者
評価

学校・家庭・地域の連携が非常に良く行われている。また、保護者や児童からのアンケート結果で
は、各設問毎に「とてもそう思う」「そう思う」の評価が概ね８０％前後には達していることに安堵する
と共に日頃の教職員の素晴らしい取組が推察される。今後も児童一人ひとりの人間としての基礎的
力を養ってほしいと願う。一方、小中一貫の取組にも掲げられているが、自ら進んでのあいさつの定
着がもう少しなされることと児童個々の実態にあった対応がさらに充実することが課題であり、来年
度の取組に期待する。

学校関係者
評価

児童及び保護者アンケートの結果については、どの質問項目においても「とてもそう思う」「そう思う」
を合わせると、８０％を超えている回答がほとんどなのでほっとしている。ただ、保護者と児童の数値
には多少なりとも差が開いており、その点については今後話し合いを深め考えてみたいところでもあ
る。毎年話題にあがる挨拶については、学校・家庭・地域が今後も繰り返し、積極的な積み重ねをし
ていきたいと考える。地域とのつながりについてはいい回答が得られており、普段から誇りのもてる
ふるさと作りを目指している地域関係者としてはたいへん嬉しく感じる。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

　小中合同授業研究会では、本校の全クラスが公開授業を行った。学力向上・授業力向上を目指し
た取組みを鶴見中学校、鶴見小学校の先生方に参観していただき、その後の研究会では、指導方
法や支援の在り方、学習環境の整備について、意見交換を行った。豊岡小学校の学習・生活スタン
ダード（学習マナー・生活マナー）については、教職員で統一した指導ができ、教職員の人材育成に
役立つ内容であることや、鶴見中学校ブロックで共有していきたいという評価をいただいた。今後も
職員で共通理解を図り、児童・生徒の実態に応じてよりよいものにしていく必要がある。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

　小中合同授業研究会では、鶴見中学校が道徳の公開授業を行った。研究会では、「特別の教科
道徳」の授業づくりの工夫と評価のあり方について意見交換を行った。学習指導における小中の連
続性を図りながら、授業改善を小中一貫カリキュラムの改善につなげられるように推進している。学
習指導要領改訂に向けて、小中ブロック推進会議を数回開き、学力・学習状況調査や運動能力調
査等の客観的データをもとに鶴見中学校ブロックの教育目標の見直しを行った。横浜教育ビジョンを
参考にして、３校の代表者で話し合いを重ね、中学校ブロックの新たな目標を立てることができた。

ブロック内
相互評価
後の気付

き

　昨年度、三校で話し合った「９年間で育てる子ども像」（パンフレットを作成）をもとに持続可能な研
修を目指し取り組んできた。８月には、全体会を開き、小中一貫教育推進を各校のカリキュラム・マ
ネジメントと連動させることを確認できた。児童生徒理解研修、授業研究会、領域研修会では、「９年
間で育てる子ども像」に照らし合わせて、情報交換をしたり、教師の指導力向上につなげたりするこ
とができた。３回の研修会の後、相互評価の時間をもつようにした。来年度は、「教育課程全体を通
じて９年間で育成を目指す資質・能力」をブロックで定め、その実現に向けて、教師の指導力をさらに
向上させていく必要性があることを話し合った。

①いじめの定義や未然防止についての研
修を実施し、教員の理解を深めた。②ＹＰア
セスメントやアンケート、児童との面談の実
施により児童の実態を把握することに努め
たが不十分な面もあった。③月一回いじめ
防止委員会を実施し情報の共有をした。ま
た、必要に応じて関係する職員で委員会を
開き、組織として対応するようにした。

いじめへの
対応

①いじめの定義や対応、未然防止などについて
職員の研修を実施する。②アンケートや面談によ
り児童やクラスの実態を把握し、よりよい学級集
団作りをしていく。③いじめ防止対策委員会を定
期的に実施し、情報を共有し全職員で協力してい
じめに対応していく。

①年度初めに全教職員に対していじめの定義
や未然防止についての研修を実施し、理解を
深めた。②アンケートや児童との教育相談を定
期的に行い、児童の不安や悩みを解消できる
ようにした。③いじめ防止委員会を定期的に実
施し、対応の仕方を検討した。今後も必要に応
じて関係する職員で委員会を開いて、組織とし
て対応するようにしたい。

　

　

いじめへの
対応

①いじめの定義や対応、未然防止などについて
職員の研修を実施する。②アンケートにより児童
やクラスの実態を把握し、よりよい学級集団作り
をしていく。③いじめ防止対策委員会を定期的に
実施し、情報を共有し全職員で協力していじめに
対応していく。

人材育成・
組織運営

①授業実践や実技研修等の具体的な活動を計
画し、教科領域の特性を生かした研修を充実させ
ていく。②採用3年目までの初任者を対象とした
研修の場を設ける。（各教科主任による示範授業
の参観や、初任者同士が授業を見合う研究など
を計画的に設ける。）

①授業実践のための教育環境整備や安全
対策等、学年や教科領域の特性を生かし
た研修をすすめてきた。理科実験や体育
の器械運動などの研修も今後企画してい
きたい。②採用3年目までの初任者を対象
とした研修（各教科主任による示範授業の
参観や、初任者同士が授業を見合う研究
等）を計画的に行ってきた。

人材育成・
組織運営

①授業実践のための教育環境整備や安全対策
等、学年や教科領域の特性を生かした研修をす
すめていく。理科実験や体育の器械運動などの
支援の在り方についても研修を行っていく。②採
用3年目までの初任者を対象とした研修（各教科
主任による示範授業の参観や、初任者同士が授
業を見合う研究等）を計画的に行っていく。

①授業実践のための教育環境整備や安全
対策等、学年を母体にして研修を進めてき
た。②採用３年目までの初任者を対象とし
た研修（各教科主任による示範授業の参
観や初任者同士が授業を見合う研究等）を
計画的に行ってきた。

人材育成・
組織運営

①授業実践のための教育環境整備や安全対策、
児童理解等、メンターチーム（本校初任校者）を
立ち上げて、人材育成を図る。②コーディネート
役（１０年次研修対象者）が中心となりメンター
チームを対象とした研修（各教科主任による示範
授業の参観や実技研修、メンターチーム同士が
授業を見合う研究等）を計画的に行っていく。

①メンターチームを立ち上げ、定期的に活
動し、普段の授業作りや、悩みなどを話す
機会をつくった。経験年数３年次までの教
師による校内の授業研の指導案検討など
も行った。②体育の実技など経験豊かな教
員による実技研修をふまえた、実際の授業
に生かせる研修を行うことができた。

特別支援
教育

①児童の実態にあった支援のあり方を更新し、個
別の指導計画・教育支援計画に記録し継続を図
る。②特別支援について理解を深めるために、専
門性のある外部機関の講師による研修会やコン
サルテーションを実施する。③一般学級と個別支
援学級との交流のねらいや授業について担任間
の連携をしっかり深める。

①支援が必要な児童に対して、個別の指
導計画・教育支援計画を作成し、校内全体
で支援のあり方を共有した。②東部地域療
育センター講師によるコンサルテーション
や、通級指導教室講師による訪問指導を
実施し、特別支援について理解を深めた。
③日常的に一般級と個別支援級担任間で
情報交換をし、担任間の連携を深めた。

特別支援
教育

①児童の実態にあったよりよい支援のあり方を工
夫していく。
②特別支援について理解を深めるために、専門
性のある外部機関の講師による研修会を実施す
る。
③一般学級と個別支援学級のねらいを明確にし
た交流を行う。

①学校と保護者と関係機関が連携し、児童
の支援のあり方を様々な視点から意見を
出して実践することができた。②東部療育
センターから講師を招き、年3回のコンサル
テーションや教職員全体の研修会を行っ
た。③個々の交流はできたが、細かい部分
で連携が必要である。

特別支援
教育

①児童の実態にあったよりよい支援のあり方を個
別の指導計画・教育支援計画に記録し継続を図
る。②特別支援について理解を深めるために、専
門性のある外部機関の講師による研修会やコン
サルテーションを実施する。③一般学級と個別支
援学級との交流のねらいや担任間の連携をしっ
かり深める。

BB

地域連携

①中期学校経営方針について、引き続き、伝える
内容を精選し、より分かりやすく説明するようにし
ていく。②開かれた学校を目指し、学校行事の内
容等を分かりやすく発信すると共に、各学年の横
浜の時間や、ふれあい給食をはじめとする行事
において、地域の方々と連携し、よりよい教育活
動を目指していく。

①Webアンケートを取り入れた。「送信でき
ない」「アンケートの名前は誰」など説明が
足りない部分があり、次年度への課題であ
る。②学校だより、学年だよりやHPで分か
りやすく発信するようにしてきた。まち探検
やインターンシップなど、まちの方との連携
も深めてきた。

地域連携

①中期学校経営方針についての理解を得られる
ようにするために、まちとともに歩む学校づくり懇
話会や学校説明会等で説明していく。また、学校
HPにも掲載することで、より多くの方から理解を
得られるようにする。②開かれた学校を目指し、
学校関係者からの評価について教職員で共有
し、教育活動のあり方を検討していく。

①中期学校経営方針について、各家庭へ
資料を配布し、まちとともに歩む学校づくり
懇話会や学校説明会、学校HP等でも説明
してきた。②開かれた学校を目指し、参観
日や懇談会、公開授業等の開催を学校HP
で地域へも発信するようにした。学校関係
者からの評価について教職員で共有して、
教育活動のあり方を検討している。

地域連携

①中期学校経営方針について、資料を配布する
際に、伝える内容を精選し、より分かりやすく説
明するようにしていく。②開かれた学校を目指し、
学校行事の内容や公開授業の開催予定等をわ
かりやすく発信するようにする。学校関係者から
の評価について教職員で共有して、よりよい教育
活動のあり方を検討していく。

AA

児童生徒
指導

①「学習マナー・生活マナー」について、児童指導
部を中心に職員で共通理解を図りながら指導す
る。また、学年に応じた指導のあり方を考えてい
く。②児童指導部の構成メンバーを見直し、学年
研で吸い上げられた情報をもとに児童指導の対
策や支援の仕方を児童指導委員会でしっかり話
し合い全校体制で指導に当たるようにする。

①豊岡スタンダードを見直し、学級や学年
によって指導に差が出ないよう、全職員で
共通理解し、指導に努めた。②児童指導部
を学年主任中心とし、学年研で話題に上
がった問題について対策や支援の仕方を
話し合った。その後、全職員が共通認識で
きるよう会を設け、問題に対応した。

児童生徒
指導

①本校における「学習マナー・生活マナー」を見
直し、全職員が「学習マナー・生活マナー」を共通
理解して指導に当たる。
②職員会議で児童についての情報交換を行い、
児童の状況を全職員で共通理解する。

①「学習マナー・生活マナー」について、職
員で共通理解を図りながら指導に当たるこ
とができたが、今後も継続して理解を深め
ていく必要がある。また、学年に応じて児
童が納得できる指導を考えていきたい。②
職員会議で情報交換を行うことができた。
さらに共通理解できる手立てを考えていき
たい。

児童生徒
指導

①「学習マナー・生活マナー」について、引き続き
職員で共通理解を図りながら指導する。また、学
年に応じた指導のあり方を考えていく。②引き続
き職員会議で児童の情報交換を行う。学年研で
より児童の様子を共有できるようにしていく。ま
た、専任との連携を密にしていく。

BB

健やかな
体

①歯科健康診断の充実と歯磨き週間や学校保
健委員会の取組を通して、歯・口の健康づくりを
推進する。②一校一実践運動では、からだいきい
き週間として、「なわとび」「持久走」に取り組む。
また、毎週、水曜日にロング昼休みを設定して、
体力向上に励む。③栄養職員と連携しながら、全
学級で食育に関する学習を行う。

①歯科検診の結果、むし歯のない児童の
割合が上がっており、口腔衛生の意識が
高まった。②運動する機会を設けることで、
体を動かす楽しさを味わっている児童が多
く見られた。③教科や特別活動と関連付け
て、日々の給食指導に力を入れた。残量は
少ない。

健やかな
体

①歯科健康診断の充実を図り、歯・口の健康づく
りを引き続き推進する。②新体力テストの結果を
生かし、体育学習やからだいきいき週間を通し
て、体力向上に努める。③栄養職員と連携しなが
ら、学年ごとの月別指導計画をもとに、全学級で
食育の充実を図る。

A

豊かな心

①全校でのたてわり活動を充実させ、学級集団
だけでなく、異年齢集団でも子ども同士のつなが
りを築くようにする。➁地域の方々と関わる活動
を大切にし、まちの人とのつながりを生かした学
習を展開する。③よりよい人間関係づくりのため
に、日々の学級指導や代表委員会の取組を中心
にあいさつ運動を進める。

①全校でのたてわり活動は、概ね良好に
推進されており、多くの子どもがたてわりグ
ループの中で楽しく過ごす様子が見られ
た。②現状のままでは地域との関わり方に
あまり広がりが期待できず、工夫が必要で
ある。③あいさつはなかなか全体に浸透す
るまでには至らず、価値づけの見直しも必
要である。

豊かな心

①学年が変わり学級集団が変わることで、また新
たな人間関係が生まれるので、引き続き、学級集
団を大切にしつつ、たてわりグループでの活動も
大切にしていく。②学習や行事の中で、ささやか
なことでも地域の方との接点を大切にした取組を
続けていく。③学年に応じて相手や場に応じたあ
いさつについて考えさせる機会を設ける。

①学年に応じた歯科講話や、染粉を使った
歯みがきチェックを保護者の方にも体験し
ていただくことで、歯みがきの意識を家庭
でも高めることができた。②運動集会や体
いきいき週間など、運動時間を確保し、児
童が体を動かす楽しみを感じる機会が増
えた。③栄養職員による授業、給食指導へ
の参加により、食に関する興味が高まっ

B

①高学年にとっては、下級生のお世話をす
ることを通して心の成長が見られる。下級
生においても、上級生を敬う気持ちが生ま
れてよい。②かかわりがあっても、短いス
パンでしかない。もっと自発的なかかわり
方を考えていく。③考える機会は意図的に
設けているが、自発的で場に応じたあいさ
つにはつながっていない。

B

A

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朝読書や計算スキルに取り組ませるとともに、
少人数指導など指導形態の工夫をしながら、基
礎・基本の定着を目指す。②問題解決学習を通
して、学び方の基礎・基本を身につけさせていく。
③重点研究テーマを「一人ひとりの生き方を切り
拓く学びの創造」と設定し、「生活科・社会科」を
中心に、主体的に問題解決する中で、自分の思
いを表現する活動を設定する。

①漢字や計算のスキルが身についてきて
いる。②問題解決学習の形態には慣れて
きているが、自分の思いを表現することに
受け身的である。書く力はついてきている
ので、それを生かして発表する力をつけさ
せたい。③生活科・社会科では、活動を生
かして主体的な学びを大切にし、自分の考
えに自信をもたせたい。

確かな学
力

①朝読書や計算スキルに取り組ませるとともに、
少人数指導など指導形態の工夫をしながら、基
礎・基本の定着を目指す。②問題解決学習を通
して、学び方の基礎・基本を身につけさせていく。
③重点研究テーマを「一人ひとりの生き方を切り
拓く学びの創造」と設定し、「生活科・社会科」を
中心に、主体的に問題解決する中で、自分の思
いや考えを表現する活動を大切にする。

①読書や漢字・計算スキルにじっくり取り
組む習慣が身につき、基礎・基本が定着し
てきている。②問題解決学習が身について
きている。主体的に学びを創っていけるよ
うにしたい。③だんだんと自分の思いを伝
えられるようになってきているが、自信を
もって自分の思いや考えを伝え、主体的に
学んでいけるよう引き続き取り組んでいく。

重点取組
分野

確かな学
力

①朝読書や計算スキルにじっくり取り組ませた
り、少人数などの指導形態を工夫して、引き続き
基礎・基本の定着を目指す。②問題解決学習を
通して、主体的に学びを創っていけるようにする。
③子どもたちのみとりを生かしたり、自分の思い
や考えを表現する活動を多く取り入れたりして、
主体的・対話的で深い学びを子どもたちと創って
いけるようにする。。

①朝読書や計算スキルにじっくり取り組む
習慣が身につき、基礎・基本が定着してき
ている。②だんだんと子どもたちが問題意
識をもって学習を進めていけるようになっ
てきている。引き続き大切にしていきたい。
③少しずつ自分の考えを伝えられるように
なってきている。引き続き、主体的・対話的
で深い学びを目指していくようにする。

総括

BB
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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
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