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令和 2

確かな学
力

c1

確かな学
力

①小学校との学習の接続を意識し、「9年間で育
てる子ども像」を意識した授業づくりを進める。②
少人数とＴＴ授業における効果的な学び方を工夫
し、学習習慣と基礎学力の定着化と授業改善に
努める。③授業でのipad等ＩＣＴ機器の活用や図
書室の積極的利用を推進し、新しい活用方法を
取り込む。

①本年も小中合同授業交換会を行い、またカ
リキュラムマネジメント研修も行うことで、「9年
間で育てる子ども像」を意識した授業づくりを
進めることができた。②少人数とＴＴ授業を効
果的に行うことができた。③授業で積極的に
ipadや図書館等を活用し、成果物の掲示を行
うことができた。

A
確かな学

力

①小学校との学習の接続を意識し、「9年間で育
てる子ども像」を意識した授業づくりを進める。②
少人数とＴＴ授業における効果的な学び方を工夫
し、学習習慣と基礎学力の定着化と授業改善に
努める。③授業でのipad等ＩＣＴ機器の活用や図
書室の積極的利用を推進し、新しい活用方法を
取り込む。

豊かな心

c2

豊かな心

①教育相談や各種アンケート等の結果を職員間
で共有し、個に寄り添った指導・支援を実施す
る。②道徳教育を多角的・多面的な見方へと広
げられるように、「考え、議論する」授業を推進す
る。③生徒が安心して豊かに生活できる「あった
かい学校」づくりに、生徒中心の主体的な取り組
みを継続する。

①木１会議等を積極的に活用し、チームとし
て指導に当たることができた。②多角的・多面
的な見方ができる課題を教員が意識すること
で「考え、議論する」授業づくりを推進すること
ができた。③新しい取組としてボランティアの
募集を行い、生徒が主体的に「あったかい学
校」づくりに取り組んだ。

A 豊かな心

①教育相談や各種アンケート等の結果を職員間
で共有し、個に寄り添った指導・支援を実施す
る。②道徳教育を多角的・多面的な見方へと広
げられるように、「考え、議論する」授業を推進す
る。③生徒が安心して豊かに生活できる「あった
かい学校」づくりに、生徒中心の主体的な取り組
みを継続する。

健やかな
体
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健やかな
体

①新体力テストの結果から、体力向上に向けて
生徒一人ひとりの具体的な目標を定め、体力向
上を目指し、継続して実践する。②一校一実践運
動である「縄跳び」に授業の導入で、継続して取
り組み、体力の向上を図る。③昨年度「学校保健
優秀学校」表彰から全国大会への取組を実践す
る。

①新体力テストの結果を生徒一人ひとりの具
体的な目標につなげ、体力向上を目指すこと
ができた。②「縄跳び」の継続により、生徒が
自主的に心肺機能の向上に取り組むことがで
きた。③全国大会にむけての取組を実践し、
全国健康づくり推進学校優良校を受賞した。

A
健やかな

体

①新体力テストの結果から、体力向上に向けて
生徒一人ひとりの具体的な目標を定め、体力向
上を目指し、継続して実践する。②一校一実践運
動である「縄跳び」に授業の導入で、継続して取
り組み、体力の向上を図る。③昨年度「学校保健
優秀学校」表彰から全国大会への取組を実践す
る。

学校運営
協議会

c4

学校運営
協議会

①学校家庭地域連携の中核としての学校運営協
議会を、より一層の協力体制を構築し、ブロック
三校の合同開催を定期的に実施する。②校内外
の連携行事を今後も継続し、生徒が地域とのつ
ながりを感じられるようにする。

①学校運営協議会の協力体制により、学校
家庭地域連携の中核として役割が深まった。
②生徒主体のボランティアである「鴨ボラ」へ
の協力を要請することで、校内外の連携行事
にむけての体制が強化あれ、生徒が地域との
つながりを感じられるようになった。

A
学校運営
協議会

①学校家庭地域連携の中核としての学校運営協
議会を、より一層の協力体制を構築し、ブロック
三校の合同開催を定期的に実施する。②校内外
の連携行事を今後も継続し、生徒が地域とのつ
ながりを感じられるようにする。

特別支援
教育
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特別支援
教育

①より充実した校内研修とスクリーニングや「学
校生活で困っていることに関するアンケート」等を
実施し、全教職員が生徒の特性に応じた多様な
ニーズに対応できるようスキルアップを図る。②
特別支援教育委員会を定期的に開催し、配慮を
要する生徒の情報と対応について共有を継続す
る。

①生徒の特性に応じた多様なニーズに対応
できるように小中合同夏期研修会を行い、ス
キルアップを図ることができた。②各種アン
ケートや日常的に見とった生徒の情報をもと
にして、特別支援教育委員会において配慮を
要する生徒の情報と対応について共有するこ
とができた。

A
特別支援

教育

①より充実した校内研修とスクリーニングや「学
校生活で困っていることに関するアンケート」等を
実施し、全教職員が生徒の特性に応じた多様な
ニーズに対応できるようスキルアップを図る。②
特別支援教育委員会を定期的に開催し、配慮を
要する生徒の情報と対応について共有を継続す
る。

キャリア教
育
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キャリア教
育

①職業講話、職場体験、模擬面接練習、弁護士
による道徳一斉授業がより効果的になるよう、充
実に努める。②地域との横断的つながりを意識し
て、教育活動と授業に取り組むとともにその学習
成果を校内外に積極的に発信する。

①職業講話、職場体験、模擬面接練習、弁護
士による道徳一斉授業の充実に努め、次年
度への改善案を出すことができた。②今年度
も地域との横断的つながりを意識した行事、
授業を実施することができ、学習成果を校内
外に積極的に発信することができた。

B
キャリア教

育

①職業講話、職場体験、模擬面接練習、弁護士
による道徳一斉授業がより効果的になるよう、充
実に努める。②地域との横断的つながりを意識し
て、教育活動と授業に取り組むとともにその学習
成果を校内外に積極的に発信する。

小中一貫

c7

小中一貫

①ブロック内小中合同授業研では、小学校との
学習の接続を意識し、テーマに基づく授業づくり
を進める（年２回のうち、1回は本校実施）。②目
指す子ども像と資質・能力を共有し、ブロック内
部会（児童生徒指導・特別支援教育・児童生徒
会・学校保健委員会）を充実させ、メンター研修も
合同で行う。

①本校で実施したブロック内小中合同授業研
では、全教科公開とすることでより多面的・多
角的な授業評価をすることができた。②メン
ター研修を中心としたカリキュラムマネジメント
の検討会を行った。またメンター研修では小
中合同「キャリアパスポート研修」も行い、ス
キル向上につなげることができた。

A 小中一貫

①ブロック内小中合同授業研では、小学校との
学習の接続を意識し、テーマに基づく授業づくり
を進める（年２回のうち、1回は本校実施）。②目
指す子ども像と資質・能力を共有し、ブロック内
部会（児童生徒指導・特別支援教育・児童生徒
会・学校保健委員会）を充実させ、メンター研修も
合同で行う。

地域連携

c8

地域連携

①地域密着をモットーに、より安定して円滑な連
携を図る。具体的には、生徒の地域夏祭り運営
への参加手伝い、地域防災拠点訓練での生徒
の主体的参加、地域を担い、支える意識の育
成。

①地域密着をモットーに、より安定して円滑な
連携を図るため、生徒主体のボランティア「鴨
ボラ」を立ち上げることができた。地域夏祭り
運営への参加手伝い、など多くの活動が評価
され、地域からの表彰を受けることができた。
また、生徒の地域への思いを育むことができ
た。

A 地域連携

①地域密着をモットーに、より安定して円滑な連
携を図る。具体的には、生徒の地域夏祭り運営
への参加手伝い、地域防災拠点訓練での生徒
の主体的参加、地域を担い、支える意識の育
成。

いじめへの
対応
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いじめへの
対応

①「子どもの社会的スキル横浜プログラム」等を
アンケートや授業、学校行事の場面で活用し、い
じめを許さない集団と受容的な環境づくりを図
る。②校長をリーダーに主幹教諭・学年教諭・生
徒指導専任等からなるチームによる支援を多角
的・多面的に行い、学校運営協議会との連携を
一層推進する。

①いじめを許さない集団と受容的な環境づくり
を図るために、多角的・多面的な考え方が生
きる教材を使用した授業を行った。②校長を
リーダーに主幹教諭・学年教諭・生徒指導専
任等からなるチームによる支援を多角的・多
面的に行い、学校運営協議会との連携を一層
推進することができた。

B
いじめへの

対応

①「子どもの社会的スキル横浜プログラム」等を
アンケートや授業、学校行事の場面で活用し、い
じめを許さない集団と受容的な環境づくりを図
る。②校長をリーダーに主幹教諭・学年教諭・生
徒指導専任等からなるチームによる支援を多角
的・多面的に行い、学校運営協議会との連携を
一層推進する。

ブロック内
評価後の
気付き

○小中一貫教育部会、全体会、中学校教員による小学校での授業（音楽）を年間を通じて定期的に実
施し、９年間の子どもの育成に取り組んだ。ブロックの「9年間で育てる子ども像」をブロック内で共有で
きた。意識して取り組むことが重要である。
○地域行事にも生徒・教職員ともに３校で積極的に参加することができ、地域との連携がより深まって
きた。
〇ブロック内メンター研修は本校が核となって推進しているが、より充実化が課題である。

ブロック内
評価後の
気付き

ブロック内
評価後の
気付き

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）
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人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①メンターチームを中核として、主体的且つ自主
的に取り組み、北部学校教育事務所と連携して
指導力向上を目指す。また若手とベテランとの融
合を図り、教職員組織の活性化を推進する。②
「横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン」をも
とに教職員に働き方改革への視線をもたせ、業
務改善を図る。部活動時間の見直しや昼食時間
の延長等から、リフレッシュと指導・支援ができる

①メンターチームの自主的な運営により、北
部学校教育事務所・教育課程推進室と連携し
た研修を実施することができた。小中合同研
修では若手とベテランとの融合を図ることがで
きた。②部活動休養日の見直しやデジタル採
点システムの導入、早期退勤の声掛けなどが
時間外勤務時間の減少につながった。

A

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①メンターチームを中核として、主体的且つ自主
的に取り組み、北部学校教育事務所と連携して
指導力向上を目指す。また若手とベテランとの融
合を図り、教職員組織の活性化を推進する。②
「横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン」をも
とに教職員に働き方改革への視線をもたせ、業
務改善を図る。部活動時間の見直しや昼食時間
の延長等から、リフレッシュと指導・支援ができる

中期取組
目標

振り返り

いじめに関してはいじめ防止対策委員会が主体となって、迅速且つ適切に対応することができた。また
いじめ防止だけではなく、学校課題に弁護士がスクールロイヤー的役割を担ってもらうことができた。
特別支援教育では、コーディネーターを中心に合理的配慮に関する研修やスクリーニングやアンケート
を実施を継続し、さらにコーディネーター養成に繋げることができた。健やかな体の項目においては、
市優良校表彰から全国大会での表彰を受けた。小中一貫や地域連携では、より円滑な連携を図り、メ
ンター育成研修や鴨ボラの定着化を図っていく。

中期取組
目標

振り返り

中期取組
目標

振り返り

学校関係者
評価

地域連携の推進が継続されている。職場体験や模擬面接では、地域の事業所や経験豊かな人材を積
極的に活用することができ、地域のブランド力を高めるとともに学校と事業所双方において、大きなメ
リットがあった。「鴨志田中ボランティア（略して鴨ボラ）」が組織化され、生徒の自己有用感の向上に繋
がる。ふれあいコンサートやふるさとマラソンでは、本校を軸に地域とのつながりをより密接に実行する
ことができ、ブロック内小中３校が地域密着をベースに連携できていた。いじめ防止や学校課題に学運
協委員の弁護士がスクールロイヤー的存在とすることができた。

学校関係者
評価

学校関係者
評価


