横浜市立 上山小学校
重点取組
分野

平成２８年度
具体的取組

自己評価結果

①子どもの自主性・主体性を生かした問題解決学
習から表現力・思考力を高める授業を進めます。
②重点研の研究主題「一人ひとりの子どもが豊か
確かな学力 なかかわりの中で学ぶ楽しさを味わえる体育学習
のあり方」から、運動を楽しむことで体力アップ・コ
ミュニケーション力アップを図り、粘り強く学習に取
り組み、実践力の高まる授業を進めます。

①体験的な学習を取り入れることで主体的
に学ぶ姿を引き出してきた。②実技を伴う授
業検討会が効果的だった。課題を把握し粘
り強く取り組む力が育ってきている。必要感
をもって自ら考えることが次の課題。次年度
は「話す・聞く」の指導事項を各クラス掲示
し、国語の授業だけでなく他教科・日常生活
の中で意識して継続的に指導していく。
①道徳の時間を大切にし、豊かな体験活動、教育 ①次年度は、道徳の授業の充実と教科化
活動を進めます。
に向けての取り組みのために、校内研修を
②たてわり活動や異学年交流、地域とのかかわり 進めていく。②縦割り活動は、コミュニケー
豊かな心 合いを通して、好ましい人間関係の構築をできる ション力アップのため効果的であると保護者
力を育みます。
地域から高評価であった。次年度はめざす
子ども像「ｂｅｌｉｅｖｅ in myself 」（自己肯定
感）「 I will do」（能動的に行動する力）を目
的に効率化をはかる。
①できるようになる、ステップアップする経験のも
①体育の重点研究・ダブルダッチ体験、長
てる体育学習から、外遊びの時間が増え、体力
縄集会、６年生の実技発表の影響でこれま
アップ・コミュニケーション力アップにつなげる。
でより、外遊びや運動に親しむ児童が増え
健やかな体 ②学校保健委員会などで家庭・地域と連携し、心 た。②学校保健委員会は、低学年児童の関
身ともに健康な児童の育成を目指す。
わりを増やすため全校集会の形で行った
り、クラス代表児童の発表を入れたりする
等、運営の形を工夫することとした。
②昨年は、「困った時に相談する先生や友
達はいますか」というアンケートで１０％近く
の児童が「いない」と答えてた。担任からの
声かけや日記などを通しての繋がりなど学
年の実態に合った方法で児童の心に寄り
添える手立てを日常から意識的に取り組ん
だ。本年度、「いる」と答えた児童が１０ポイ
ント増加と大きく改善することができた。
①児童の特性に合わせ、発問や教材・板書・学習 ①発問や板書を工夫し授業がわかりやすく
カードを工夫し、どの子にもわかる授業を目指しま 楽しいと回答した児童が年々増加している
す。
②校内職員研修で学習や生活がしやすい
特別支援 ②生活の基本・学習習慣の基本が身につくような 教室環境を具体的に学び、実態に合わせた
教育
教室環境・学校環境を目指します。
工夫をして取り組んだ。③北部療育センター
③他機関との連携を進めます。
や学校カウンセラーとの連携は有効であっ
た。次年度は、さらに連携を深めていく。
①子ども同士のかかわり方、心通わす関係のつく
り方を授業・学校生活全体を通じて育み、豊かな
かかわりができる力を身につけることを通して、規
児童生徒 範意識を高めます。
指導
②児童アンケートを活用して分析し、指導に生か
します。コンサルテーションを進めます。

総括
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①週に１回の学年研究会をもち、授業や学
級経営が充実するよう取り組んだ。②重点
研究は授業研究も含め研修を年２０回以上
行った。実技研修会を複数回行い、効果的
A
な助言・補助・安全のための手立てを磨い
た。その他、様々な研修を１０回以上行っ
た。次年度は、２つの目指す子ども像実現
のための研修を行う。
①地域行事に参加し、フェイストゥフェイスを大切 ①各学年・保護者との密な連絡を心掛け、
にした心通わす信頼関係づくりをチーム上山（全 授業にボランティアや地域の材を取り入れ
ることと地域の行事に積極的に職員が参加
職員）で進めます。
②連携を図ることで、信頼される学校運営を進め することで保護者・地域との信頼関係を深
A
めてきている。②創立記念式・ありがとう集
ます。
会で大勢の地域の方々に参加していただ
き、児童は地域の方々に様々な方々と連携
を深め、成長する機会をいただいた。
①校内重点研究や研修、学年（ブロック）研究会 ①体育実技研修等の自主研修が増えてき
や他機関との連携により、教師力の向上を図りま た。職員同士で学び合い、授業力・学級経
す。②若手人材育成研の実施により、一人ひとり 営力アップに繋げている。③来年度は、校
が主体的に課題やテーマに向けて授業力や児童 務分掌を３部会制をとり、めざす児童像を目 A
理解・指導力を高め、自信をもって、子どもたちが 標にメリハリをつけた業務効率化をはかる。
安心した楽しい学級づくりができるようにする。③ ３部会を縦糸にと児童理解の３ブロックを横
教務会・主任会・学年（ブロック）研のチーム力を 糸に有機的に関係させ、会議の効率化を図
高め、学校の組織的運営力を高めます。
る。
４校と地域が連携して行う諸活動は、年間５回の４校協議会で地域・保護者と話し合い共通理解を深
め取り組むことで、児童・生徒・職員同士の交流や地域とのつながりを深めることができた。・小中一
貫教育研究会議では幹事小学校の授業参観を行った。その後小学校から「教える際に大事にしてい
ること」中学校から「小学校で身につけておいてほしいこと」等について意見交換し、９年間の学びの
連続性を考えることができた。・教務主任会では、各行事の確認の他に、小６の部活動交流や合唱交
流会等児童生徒交流のよりよい方法について話し合い次年度の計画に生かすことができた。

重点取組
分野

①できるようになる、ステップアップする経験をもと
に、身につけ方を学ぶ体育学習から、外遊びの時
間が増え、体力アップ・コミュニケーション力アップ
健やかな体 につなげる。
②学校保健委員会などで家庭・地域と連携し、心
身ともに健康な児童の育成を目指す。

特別支援
教育

保護者・地
域連携

保護者・地
域連携

人材育成・
組織運営

ブロック内
相互評価
後の気付
き

「自分の住んでいる町が好き」と答えた児童が増えているのは、教育目標の「ここがふるさと 上山の
子」が達成できているということである。上山カルタのような地域に目を向けた学習はとてもよかった。・
学校関係者 校内ではしっかりと挨拶できているが、地域では挨拶ができていないように感じる。大人も子供もため
らいなく挨拶できるように、学校・地域で「挨拶デー」を設定するような方策も有効と思う。
評価

・取組目標や具体的取り組みを多岐にわたり細かく計画、取り組んでくれている。現在の学校運営の
方向やよりよくしていこうという取り組みもよい。これまでのやり方を踏襲していってほしい。

学校経営
中期取組
目標
振り返り

・一年間の教育活動を通して、めざす子ども像①「I will do」（能動的に行動する力）②「believe in
myself」（自己肯定感）を合言葉にして、全ての業務の計画・運営・振り返りをしていく。・めざす子ども
像を目標に「４・５年生宿泊体験学習の宿泊場所と活動の変更」等で成果が上がるように計画準備を
十分にしていく。・縦割り活動・異学年交流の教育的価値について地域・保護者は非常に高評価で
あった。本校教育の柱でもあるこの活動をさらに充実させたい。

（平成28～30年度）

自己評価結果

総括

①子どもが自ら考え、解決する過程を大切
にしたり、体験的な活動を取り入れたりする
ことで、主体的に取り組む姿が多く見られ
た。②重点研究を通して、子どもたちの関わ
り合いを大切にし、学び方を身に付けさせる
ことで、体力アップ・対話力のアップにつな
がった。次年度はよりめあてを意識しなが
ら、高め合う姿を目指していく。
道徳の研修を設け、道徳科でかわるとこ
ろ、評価の蓄積や授業改善について、多様
な指導法の工夫、特別支援の道徳、教材の
紹介などを通し、教科化に向けて取り組ん
だ。たてわり活動や異学年交流では、遠
足、体力テスト、集会、運動会、学習の成果
の発表など様々な場面で交流することがで
き、保護者からも評価があった。
日ごろの体育の授業から、「やってみたい」
「できるようになりたい」という子どもたちの
思いを引き出す手立ての引き出しを増やす
ことができた。「やってみたい」「できるように
なりたい」という思いをもつことで、課題意識
も高まり、学び合いの必要感を感じ、活動す
ることができた。

①子ども同士のかかわり方、心通わす関係のつく
り方を授業・学校生活全体を通じて育み、豊かな
かかわりができる力を身につけることを通して、規
いじめ防止 範意識を高めます。
②児童アンケートを活用して分析し、指導に生か
します。コンサルテーションを進めます。

教職員の
研究・研修

ブロック内
相互評価
後の気付
き

具体的取組

①子どもの自主性・主体性を生かした問題解決学
習から表現力・思考力を高める授業を進めます。
②重点研の研究主題「一人ひとりの子どもが豊か
確かな学力 なかかわりの中で学ぶ楽しさを味わえる体育学習
のあり方」から、学び方を身につけ運動を楽しむこ
とで体力アップ・コミュニケーション力アップを図り、
粘り強く学習に取り組み、実践力の高まる授業を
進めます。
①道徳の教科化に向けての取り組みを進める。②
豊かな体験活動、教育活動を進める中で「I wi
do.」（能動的に行動する力）「believe in myserf」
豊かな心 （自己肯定感）を高めていく。②たてわり活動や異
学年交流、地域とのかかわり合いを通して、好ま
しい人間関係の構築をできる力を育みます。

①学年（ブロック）研究会の充実を図り、授業力・
学級経営力を高めます。
②授業改善・人権研修・児童指導理解研修・メン
教職員の ター研を進め、教師力を高めます。
研究・研修

人材育成・
組織運営

学校評価報告書
平成２９年度

学校関係者
評価

学校経営
中期取組
目標
振り返り

学校生活全体を通じて、全職員が「I wi
do.」（能動的に行動する力）「believe in
myserf」（自己肯定感）を高め、自分も友だ
ちも大切にしていける関係作りを目指して
取り組むことができた。コンサルテーション、
ＹＰアンケート、いじめアンケートの実態分
析の他に、定期的にいじめ防止対策委員会
を行い、いじめ未然防止に努めた。
①児童の特性に合わせ、発問や教材・板書・学習 ①クラスの実態、児童の特性に合わせ発問
カードを工夫し、どの子にもわかる授業を目指しま を工夫したり視覚資料を提示したりすること
で学習を深めてきた。②他校の教室環境や
す。
②生活の基本・学習習慣の基本が身につくような 教具の工夫を職員研修で見学し、教育環境
の改善に取り組んだ。③北部療育センター・
教室環境・学校環境を目指します。
特別支援学校からよりよい指導方法につい
③他機関との連携を進めます。
てアドバイスをもらったり、学校カウンセラー
とＳＳＷと連携できた。
①低中高の３ブロック研究会の充実を図り、授業 ①週に１回のブロック・学年研究会をもち、
授業や学級経営が充実するよう取り組ん
力・学級経営力を高めます。
②授業改善・人権研修・児童指導理解研修・メン だ。②重点研究は授業研究も含め研修を年
１５回以上行った。実技研修会を複数回行
ター研を進め、教師力を高めます。
い、効果的な助言・補助・安全のための手
立てを磨いた。その他、様々な研修も行って
いる。次年度は目指す子ども像実現のため
の研修を行う。
①地域行事に参加し、フェイストゥフェイスを大切 ①地域の行事に積極的に職員が参加する
にした心通わす信頼関係づくりをチーム上山（全 ことで保護者・地域との信頼関係を深めて
きた。地域行事の意義を伝えることで、児童
職員）で進めます。
②連携を図ることで、信頼される学校運営を進め の参加も増えてきている。②授業にボラン
ティアや地域の材を取り入れてきた。授業
ます。
以外でも、体力テストなど学校の活動にボ
ランティアとして保護者に参加してもらうこと
で、連携を深めてきた。
①校内重点研究や研修、学年（ブロック）研究会 ①今年度校内重点研究の教科である体育
や他機関との連携により、教師力の向上を図りま 科を中心に研修を重ねてきた。職員同士で
す。②若手人材育成研の実施により、一人ひとり 学び合い、授業力・学級経営力アップに繋
が主体的に課題やテーマに向けて授業力や児童 げている。③ブロックや各部などチームでの
理解・指導力を高め、自信をもって、子どもたちが 取り組みを大切にしてきた。組織形態を変
安心した楽しい学級づくりができるようにする。③ えた初年度だったため、会議の持ち方など
教務会・主任会・学年（ブロック）研のチーム力を 運用の仕方については適宜変更し、より動
高め、学校の組織的運営力を高めます。
きやすい形にしてきた。
４校と地域が連携して行う諸活動は、年間５回の４校協議会で地域・保護者と話し合い共通理解を深
め取り組むことで、児童・生徒・職員同士の交流や地域とのつながりを深めることができた。小中一貫
教育研究会議では中学校の授業参観を行い、校種ごとに大切にしていること・校種間で共通理解して
おくべきこと、などを話し合った。また、次年度からの「めざす子ども像」について、これまでの成果や現
在の実態を基にブロックで話し合って決めることができた。各行事の確認の他に、小６の部活動交流
や合唱交流会等児童生徒交流のよりよい方法について話し合い次年度の計画に生かすことができ
た。
・アンケート結果から児童のよい変容が見られる。特に、「逃げ出さずに最後までやり通す」「自分の意
見を言う」「自分はみんなの役に立っている」「自分にはよいところがある」の項目で肯定的に答えてい
る児童の比率が大きく上がっているのは素晴らしい。「自分が好きではない」「学校が楽しくない」と答
えている児童も０ではないようなので、授業が楽しくなるように工夫していきたいという学校側に期待し
ている。短期間での変容を求めず、あせらずに取り組んでほしい。
・前年度話題になった挨拶については、進んでできる児童が増えてきたと思う。
・一年間の教育活動を通して、めざす子ども像①「I will do」（能動的に行動する力）②「believe in
myself」（自己肯定感）を合言葉にして、全ての業務の計画・運営・振り返りをしてきた。①「I will do」
（能動的に行動する力については、学習だけでなく多くの活動で目標と振り返りを大事にし、次につな
げることで児童の変容が見られた。②「believe in myself」（自己肯定感）については、一人一人が役割
をもち、達成感を味わうことができるように手だてを講じたことで児童の変容が見られた。それぞれ次
の課題も明確になったので、次年度の活動につなげていく。

重点取組
分野

平成３０年度
具体的取組

自己評価結果

総括

①子どもの自主性・主体性を生かし、問題解決学
習から表現力・思考力を高め、共に学び合い高め
合う、深い学びにつながる授業を進めます。
確かな学力 ②子ども同士、または子どもと教師の対話を通し
て、技能や学び方の高まりを実現できる

①子ども達が学び合う・見合う必然性をもっ
て活動に取り組むための手立てを考え、職
員で共有した。子ども達よるふり返りの在り
方、何を振り返るのかを明確に教師がして
おくことで子ども達の振り返りでが、次の学
びにつながる姿を多くみることができた。②
低・中・高学年の発達段階に応じた学び方
が分かってきた。
①子どもたちの道徳性を高めるために、自己を見 全校でのたてわり活動では、６年生だけが
つめ、考えを深める指導、問題解決的な学習の工 リードしグループをまとめていく活動だけで
夫をするなど、学習の形態を工夫しながら学習過 なく、年間を通して５年生がサポートし、必
要に応じて４年生も運営に加わる活動が定
豊かな心 程の改善を図る。
②たてわり活動や異学年交流、地域とのかかわり 着してきた。また、たてわりだけでなく、ペア
合いを通して、好ましい人間関係の構築をできる 学年での活動も充実が見られるようになっ
力を育みます。
た。

①進んで、運動する子どもを増やすために、体育
の学習から体を動かくことの心地よさや楽しさを味
わえる授業づくりを目指していく。
健やかな体 ②学校保健委員会などで家庭・地域と連携し、心
身ともに健康に過ごせるよう

①体育の学習では、高まりを実感できる効
果的な「まとめ」の過程のあり方について考
えてきた。引き続き、研究を深めていけるよ
うに努めていく。

①子ども同士のかかわり方、心通わす関係のつく
り方を授業・学校生活全体を通じて育み、豊かな
かかわりができる力を身につけることを通して、規
いじめ防止 範意識を高めます。
②児童アンケートを活用して分析し、指導に生か
します。コンサルテーションを進めます。

特別支援
教育

教職員の
研究・研修

保護者・地
域連携

人材育成・
組織運営

ブロック内
相互評価
後の気付
き

学校関係者
評価

学校経営
中期取組
目標
振り返り

全職員が「自らチャレンジする子 自信・全
力・共生」を目指す子ども像として大切に
し、お互いの個性を尊重して、よさを認め合
おうとする関係づくりを目指して取り組んで
きた。コンサルテーション、ＹＰアンケート、
いじめアンケートの実態分析の他に、毎月
いじめ防止対策委員会を開き、いじめの未
然防止に努めた。
①児童の特性に合わせ、発問や教材・板書・学習 ①クラスの実態、児童の特性に合わせ発問
カードを工夫し、どの子にもわかる授業を目指しま を工夫したり視覚資料を提示したりすること
で学習を深めてきた。②校内職員研修で学
す。
②生活の基本・学習習慣の基本が身につくような 習や生活がしやすい教室環境を具体的に
学び、実態に合わせた工夫をして取り組ん
教室環境・学校環境を目指します。
だ。③北部療育センターや学校カウンセラー
③他機関との連携を進めます。
との連携は有効であった。次年度は、さらに
連携を深めていく。
①低中高の３ブロック研究会の充実を図り、授業 ①週に１回のブロック・学年研究会に加え日
常的に児童情報を共有し、授業や学級経営
力・学級経営力を高めます。
②授業改善・人権研修・児童指導理解研修・メン が充実するようにしてきた。②重点研究は
授業研究も含め研修を年１５回以上行っ
ター研を進め、教師力を高めます。
た。実技研修会を複数回行い、効果的な助
言・補助・安全のための手立てを磨いた。次
年度は目指す子ども像実現のための研修
を行う。
①地域行事に参加し、フェイストゥフェイスを大切 ①地域の行事に積極的に職員が参加する
にした心通わす信頼関係づくりをチーム上山（全 ことで保護者・地域との信頼関係を深めて
きた。地域行事の意義を伝えることで、児童
職員）で進めます。
②連携を図ることで、信頼される学校運営を進め の参加も増えてきている。②授業にボラン
ティアや地域の材を取り入れてきた。授業
ます。
以外でも、体力テストなど学校の活動にボ
ランティアとして保護者に参加してもらうこと
で、連携を深めてきた。
①校内重点研究や研修、学年（ブロック）研究会 ①今年度校内重点研究の教科である体育
や他機関との連携により、教師力の向上を図りま 科を中心に研修を重ねてきた。職員同士で
す。②若手人材育成研の実施により、一人ひとり 学び合い、授業力・学級経営力アップに繋
が主体的に課題やテーマに向けて授業力や児童 げている。③ブロックや各部などチームでの
理解・指導力を高め、自信をもって、子どもたちが 取り組みを大切にしてきた。③各部やブロッ
安心した楽しい学級づくりができるようにする。③ クがチームとして一つの目標に向かうことが
教務会・主任会・学年（ブロック）研のチーム力を でいるように「めざす子ども像」を明確にし、
高め、学校の組織的運営力を高めます。
組織的運営力を高めてきた。
４校と地域が連携して行う諸活動は、年間４回の４校協議会で地域・保護者と話し合い共通理解を深
め取り組むことで、児童・生徒・職員同士の交流や地域とのつながりを深めることができた。小中一貫
教育研究会議では中学校の授業参観を行い、９年間で育てたい子ども像を確認し、各教科で９年間の
学びの連続性を考えた。各校のカリキュラムマネジメントに生かしていく。教務主任会では、各行事の
確認の他に、小６の部活動交流等児童生徒交流のよりよい方法について話し合い、次年度の計画に
生かしてきた。来年度に向けて、小中ブロックのカリキュラムマネジメントについての方向性や具体的
な方法について検討していきたい。
学校教育目標や目指す子ども像に向かって、教職員が一丸となって取り組んでいる様子がうかがえ、
またその成果が子どもの姿となって現れていると思う。上山小学校の子どもたちは幸せだと感じる。た
だ、教職員の取り組みがそのまま子どもの姿に反映されていない部分あるので、引き続き学校全体と
して協力して取り組んでいってほしい。「自分が好きではない」「学校が楽しくない」と答えている児童も
０ではないようなので、授業が楽しくなるように工夫していきたいという学校側に期待している。短期間
での変容を求めず、あせらずに取り組んでほしい。
年間を通して、めざす子ども像「自らチャレンジする上山の子～自信・全力・共生」を合言葉にして、教
育活動の計画・運営をしてきた。特に「自ら」を核にして取り組みを進め、全ての活動において「自ら
チャレンジする姿」をめざしてきた。活動を進める過程で「自らチャレンジする姿」をより具体的により明
確にする必要性があることに職員が気付き、改めて目指す子ども像の具体化にも取り組んだ。各学年
ごと・行事ごとにどのような姿をイメージすればよいかゴールを明確にできたこと、課題や手だても具体
化できたことは成果である。

