横浜市立
重点取組
分野

令和

元 年度

具体的取組

①重点研の研究主題を「知りたい、やりたい、つ
たえたい、深めたい‼ ～もっと学びたい子が育つ
生きてはた 単元づくり～」と設定し、単元を通して子どもたち
の主体性と学びの楽しさを追究する。 ②国語科
らく知
を中心に、自己の考えを明らかにし伝え合うことを
通して思考の深化を図る。
①特別の教科道徳の実施に伴い、本校の実態に
即した道徳教育の充実とカリキュラムの作成に取
り組む。 ②道徳の授業を公開し、保護者の理解
豊かな心 と協力を得ていくとともに、教科等や日常生活と
関わりをもたせた実践を積み重ねていく。 ③本
校の特色である縦割活動を通して、異学年の交
流を進める。
①子どもたちが楽しみながら体力を高めていける
ように、集会などの機会を活用し、年間を通して長
縄に取り組む。 ②体力テストの結果を分析し、本
健やかな体 校の優れている点や課題を把握して、体力向上と
ともに生活習慣の改善に役立てる。 ③金曜日の
「ロング中休み」を有効に活用し、遊びを通して体
力の向上を図る。
①個々の思考と交流による深化をはかり、互いの
考えを伝え合い、授業を通して学級づくりを進め
授業力向 る。 ②地域との関わり・材を通して、学ぶことの
素晴らしさや必要性をさらに気付かせていく。 ③
上
教え合い・学び合いを重視した個に応じた指導の
充実。児童間も教師間も、日常的な情報交換等を
活性化し、学級並びに学年同士のつながりをさら
①個に応じた支援が必要な児童について情報の
共有を図り、全職員が参画して効果的な指導がで
きるよう配慮する。 ②個別支援学級と一般級と
特別支援 の交流を密にするととともに、特別支援教育校内
教育
委員会を定期的に開催して、情報共有や効果的
な指導の手立てなどについて意見交換し、実践を
重ねていく。

自己評価結果
表現方法を比較して気づいたことや、情景描
写を読み取って感じたことなどを伝え合う中
で、新しい視点に気づけたり、今までに学んで
きたことと関連付けたりしながら、学習すること
ができた。学びが深まったり、広がったりする
中で、学ぶことの意味や楽しさを実感させるこ
とができた。
①本校の実態に即したカリキュラムをもとに道
徳教育を行うことで、児童の実態に即した道徳
教育を進め、児童の心情や態度を育むことが
できた。②道徳の授業を公開し保護者にも学
校の考え方を伝えることができた。③縦割活動
では、全校遠足等を通して異学年交流を深め
ることができた。
①長縄の取り組みでは、集会だけでなくそれぞ
れのクラスが休み時間に楽しんだ。②体力テ
ストの結果など明確なデータを提示することで
生活習慣の改善に繋がった。③運動委員会主
催のリズムなわとびに取り組み、楽しみながら
体力アップする習慣が広がっている。
単元を通して育てたい力は何かを考えること
で、授業のつながりを意識しながら単元をデザ
インすることができた。学習の意味や価値を実
感させながら授業することができたので、子ど
もたち一人ひとりの主体性を引き出したり、学
ぶことの楽しさを実感させたりすることができ
た。
①交流委員会のほか必要に応じて情報共有し
たり、打ち合わせをしたりしてきたことで、全職
員が関わりながら個に応じた支援をすることが
できた。②よりよい交流が図れるように、具体
的な支援の方法や配慮すべき点について研修
をしたことで、日々の支援に生かすことができ
た。

①こどもの国や地区センター、地域ケアプラザな ①地域の施設や教育ボランティアを活用した
どの施設、地域ボランティアや教育サポーターな 学習活動に、様々な教科領域で取り組んだこ
教育課程 ど、地域の材を活用した教育課程の充実を図る。 とで、児童の活動の幅が広がり、より充実した
②授業公開時のアンケートによる評価や、学力向 学習となった。②学年をチームとした教材研究
改善
上アクションプラン、重点研究の取組を基に、学年 やカリキュラムの検討を行うことで、授業の質
やブロックを中心にカリキュラムマネジメントに取 の向上につながった。
り組む。
①複数の目で子どもたちを見ていくことで、一人ひ ①複数職員で子どもを捉え適切な指導に努め
とりのよさや可能性、課題をとらえ、チームで指導 るだけでなく、YPアセスメントを活用し、教師の
にあたる。 ②教職員が問題を抱え込まず、組織 見方にズレがないかについても検討会を開き
児童指導 的に指導していけるような体制を整備する。 ③ 対応につなげた。②③職員会議等で迅速かつ
職員会議のなかで、児童理解に関わる内容を定 適切な対応に向け、情報の共有に努め、共通
例的に取り扱い、共通理解のもとで指導を進め
理解に基づき児童指導を進めることができた。
る。
①いじめ防止委員会を定期的に開催し、各学年 ①いじめ防止対策委員会を定期的に開催し、
の実態や日常の様子、個別に指導が必要なケー 情報共有し、対応について検討。必要に応じ
いじめへの スなどについて情報を共有し、効果的な手立てに てチームを立ち上げ、組織的に対応する体制
ついて検討し実施する。 ②毎月の職員会議で児 をとった。②未然防止、早期発見、対応の為
対応
童の実態についての情報交換を行い、いじめの に、職員会議等を活用し情報共有を行ったり、
防止・早期発見・適切な対処について共有し、組 教職員のいじめ事例研修を行ったりし、適切な
織的に指導にあたるようにする。
対応につなげた。
①授業研究や各種研修について、短い時間で最 ①「授業づくり部会」において学習指導の一層
大の効果が上げられるよう内容と方法を吟味す の充実を意識し、授業実践や参観の視点を明
人材育成・ る。 ②職務遂行に伴う、必要感と実効性の高い 確にすることはできた。②次期管理職候補の
組織運営 OJTを企画し、実践していく。 ③キャリアステージ ＯＪＴを計画したが、具体的に進める時間の確
（働き方改 に応じて、役割と責任を果たしていけるような組織 保が十分できなかった。③自己観察書に掲げ
革）
マネジメントを推進する。
る目標の達成状況を具体的に振り返ることで、
キャリアの充実を目指すことにつなげた。

総括

奈良小学校
重点取組
分野

学校評価報告書
令和
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（ 令和 元

年度

具体的取組

自己評価結果

B

研究主題を「新学習指導要領の目指す授業を外
部で学び、共有する」と設定し、教員が進んで他
生きてはた 校の実践から学び、本校の児童にとってよりよい
学習方法を追究していく。 学んだことは、校内研
らく知
究会で共有し合い、教員の指導力向上を図ること
で、児童の学力を向上させていく。

「外部で学ぶ」というねらいについては、機会に
恵まれず達成できなかったが、この時期だから
こそできる学習方法については、各学年で工
夫して実践していた。その取り組みについて
は、研究部で確認し、今後に生かしていく。

B

①本校の児童の実態に即した道徳教育の充実と
カリキュラムの作成に取り組む。②教科等や日常
生活と関連をもたせた道徳の実践を積み重ねて
豊かな心 いく。③道徳教育の授業を公開し、保護者の理解
と協力を得ていく。④本校の特色である縦割り活
動を通して異学年との交流を進める。

①②児童の実態を把握し、道徳教育の方向性
と教材について共有し、カリキュラムを作成し
た。また、カリキュラム改善の視点を踏まえ、
各教科等との関連を意識した実践を行うよう取
り組んだ。③④今年度、道徳教育の授業は非
公開、縦割り活動は限定的であった。そのた
め、児童会活動、学校生活目標などと関連付
①②③について、コロナの影響で、集会等、大
人数が集まることはできなかった。運動委員会
の取組では、運動不足解消、運動に興味を
もってもらう等をねらいにした動画を撮影し、全
校放送を行った。給食委員会の取組では、給
食や健康に関する動画撮影し、全校放送を
行った。
「対話的な学び」や「地域との関わり・材を通し
て学ぶ」こと、「教え合い、学び合い」について
は、今年度の状況下、予定通りには進まな
かったが、できる範囲で、地域の方を招いた
り、機器を利用したりして、新学習指導要領の
授業にアプローチした。教師間については連
携を深めていたと考える。
①特別支援教室（本校では「取り出し」。）を実
施した。その授業後に、明るい表情で自分の
学級に戻ってくる児童が多く見られた。②職員
研修で、交流児童がいる場合のクラス経営に
ついて、アイデアを出し合った。交流児童がい
ない学級の職員も、児童同士の関わらせ方を
学ぶよい機会になった。

B

B

B

B

B

B

B

奈良中学校へ進学した卒業生の姿から、落ち着いて授業に参加している子どもが多いとの評価をいた
だいている。他校出身の子どもと比較し、細かい事に気付き、自分から行動できている。たてわり活動の
ブロック内
充実により育まれたリーダーシップ能力が意欲のある活動につながっている。小中授業交流の授業参観
評価後の
では、中学校入学までに身に付けたい能力についてブロックで共有した。中学校のスピード感で学習し
気付き
ていけるような準備が足りていないため、改善の必要がある。

① 子どもたちが楽しみながら体力を高めていける
ように、集会などの機会を活用し、年間を通して
短・長縄に取り組む。② 学校保健委員会の取組
健やかな体 を通して、児童が自らの健康に対しての関心を高
めていけるようにする。③ 栄養士、養護教諭、給
食委員会の活動を通して、児童の食育活動に取
り組む。
①「主体的・対話的で深い学び」の視点で行う授
業を通して学級づくりを進める。 ②地域との関わ
授業力向 り・材を通して、学ぶことの素晴らしさや必要性を
さらに気付かせていく。 ③教え合い、学び合いを
上
重視し、児童間も教師間も、日常的な情報交換等
を活性化し、学級並びに学年同士のつながりをさ
らに密にしていく。
①個に応じた支援が必要な児童について、職員
で情報の共有を図り、効果的な指導の手立てなど
について意見交換し、実践を重ねていく。②個別
特別支援 支援学級と一般級との交流を通して、児童同士が
教育
互いに理解し合える関係作りをしていく。職員研
修を通して、交流場面でよりよい支援ができるよう
にする。
①教科担任制導入し、より学年をチームとした教
材研究やカリキュラムの検討を行うことで、授業
教育課程 の質を高めていく。②こどもの国など地域の施設
を生かし、地域ボランティアや教育サポーターとも
改善
連携し、地域の材を活用した教育課程の充実を
図る。

①同内容の授業を繰り返すことにより、改善点
が見つかりやすく、授業の質を上げることだで
きた。また準備の時間が減り、働き方改革にも
改善が見られた。②例年、行っている通りの校
外学習はできなかったが、徒歩圏にあるこども
の国で代用するなど地域の利点を生かすこと
ができた。
①複数の目で子どもたちを見ていくことで、一人ひ ①教科担任制導入により、担任だけでなく複
とりのよさや可能性、課題をとらえ、チームで指導 数の目で子どもたちを見ていき、共通理解を得
にあたる。 ②教職員が問題を抱え込まず、組織 ながら指導に当たった。②担任だけでなく学年
児童指導 的に指導していけるような体制を整備する。 ③ や専任と協力して組織的に対応に当たった。
職員会議のなかで、児童理解に関わる内容を定 ③職員会議や児童指導委員会等で、情報の
例的に取り扱い、共通理解のもとで指導を進め
共有に努め、共通理解に基づき児童指導を進
る。
めることができた。

総括

C

B

B

B

B

B

B

①いじめ防止委員会を定期的に開催し、各学年 ①いじめ防止委員会を定期的に開催し、各学
の実態や日常の様子、個別に指導が必要なケー 年の情報を共有し対応について検討した。必
いじめへの スなどについて情報を共有し、効果的な手立てに 要に応じてチームを立ち上げ、組織的に対応
B
ついて検討し実施する。 ②毎月の職員会議で児 に当たった。②未然防止、早期発見のため、
対応
童の実態についての情報交換を行い、いじめの 職員会議等を活用し、情報共有を行なった。ま
防止・早期発見・適切な対処について共有し、組 た、いじめ防止基本方針の見直しや教職員の
織的に指導にあたるようにする。
いじめ防止研修も行った。
①教育活動の始まりが大幅に遅れたことを念頭 ①コロナ禍においてできることや工夫すること
に、本年度は一人ひとりが学級、学年、学校づくり を念頭に置いて学年運営を進めた学年は一人
人材育成・ を細かく丁寧に進める組織であることを常に意識 ひとりの持っている知恵やアイデイアを出し合
組織運営 させていく。
うことで、教師力の向上につなげることができ
B
（働き方改
②それぞれのライフステージに応じて、役割と責 た。通常の活動に終始した学年メンバーとの
革）
任を果たしていけるような組織マネジメントの推進 差がでた。大きな課題である。
を図る。特に次期管理職候補者には本校の状況 ②管理職候補者が名簿登載されたことに一定
に応じた「働き方改革」の視点を意識したOJTを実
の成果は見られたが、校内OJTを十分に進め
児童が中学校と交流する機会を今年度は設けることができなかったが、中学校から書面や映像で資料
提供があり、、高学年の児童が中学校へのイメージを膨らませ、安心して進学できるようにするなどの工
ブロック内
夫が大切であると実感できた。例年通りの活動ができなくても、何をすれば児童の資質、能力を高めて
評価後の
いけるか、常に考え、学校として実践していく必要がある。
気付き

教育懇話会を実施し、地域の自治会長、地域コーディネーター、民生委員、児童委員、PTA代表、中学
校校長の意見を伺った。たてわり活動の充実が他の学校にはない大きな魅力となっている。他学年への
学校関係者 配慮、上級生としての自覚が育まれ、意義のある活動と感じている。また地域のイベント等の子どもの姿
評価
から、コミュニケーションの能力の高さを感じ、日頃の教職員の指導を評価された。毎年行われている全

～

3 年度 ）
重点取組
分野

①子どもたちが楽しみながら体力を高めていける
ように、運動委員会の活動を活用し、運動の機会
を増やす。② 学校保健委員会の取組を通して、
健やかな体 児童が自らの健康に対しての関心を高めていけ
るようにする。③ 栄養士、養護教諭、給食委員会
の活動を通して、児童の食育活動に取り組む。
①一部教科分担制などに取組み授業改善の日常
化を図る。 ②地域との関わり・材を通して、地域
授業力向 の方と連携したり学んだりして、授業の質的向上
と教員の授業力向上を図る。 ③個の学びや友達
上
との学び合いを大切にするために、GIGAスクール
構想のもとタブレットを有効活用する授業展開の
研究をすすめる。
①個に応じた支援が必要な児童について、職員
で情報の共有を図ると共に、特別支援教室で児
童の困り感に寄り添ったり、一人ひとりに応じた学
特別支援 習支援を実施する。②個別支援学級と一般級と
教育
の交流については、個別支援級児童の特性に合
わせて実施する。③職員研修を通して、様々な特
性に対する理解や、それに合わせた指導の仕方
を学び、適切な指導支援につなげていく。
①一部教分担制２年目として授業の準備、教材研
究の効率化を図り、授業の質を高める。
教育課程 ②地域の材をより生かせるよう、感染症対策を行
い、方法や内容を工夫してこれまでとは違うかか
改善
わりを模索して、できることを実施する。

児童指導

いじめへの
対応

人材育成・
組織運営
（働き方改
革）

ブロック内
評価後の
気付き

学校関係者
評価

国学力学習調査では、６年生が全国の平均を超えていることを知り、学習面で安定した結果に評価をい
ただくと共に教科担任等、今後のより良い指導を期待された。
「生きて働く知」については学力学習状況調査を分析して授業改善を図ってきており一定の成果があっ
た。今後は、一部教科分担制を導入し「授業力向上」をさらに進め、児童の学習意識のさらなる高まりを
中期取組
目指して取り組みたい。「児童指導」においては、職員間の情報の共有化を行い、児童とのコミュニケー
目標
ションを密にとることで、児童が安心した学校生活を送れている。「豊かな心」の育成に向け道徳の授業
振り返り
をより計画的に行うことや、たてわり活動やこどもの国での活動を効果的に行い、また、特別に支援が必
要な子どもに対する全職員の共通理解と研修を通して子ども一人ひとりが生き生きと活躍できる学校を

新学習指導要領全面実施の年度ではあったが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、「先進の
実践事例研究」の取組が進まず、また精選し再編した年間学校行事の実施も、中止・縮小などにより当
中期取組
初予定していたものとは異なるかたちを余儀なくされた。しかし、行事のスタイルを変更する中で、工夫し
目標
創意を発揮する学びの場をさまざまな場面で見出すことができたことは収穫であったと考える。「今でき
振り返り
ること」をさまざまな教育活動の場面で展開した中で児童の成長を促すことができたと考える。また、今
年度導入した一部教科分担制での、教材研究の効率化、授業力の向上、児童理解・支援の深化、教職
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➀児童の実態を資質・能力で捉え、育成を目指す
授業づくりに取組む。②教科の特性や単元によっ
生きてはた てＩＣＴ機器をよりよく活用し、児童が自分の考えを
広げ深めたり学び合ったりすることができるように
らく知
する。③校内研究会や学年間で共同し、教員の
指導力向上を図ることで、児童の学力（資質・能
力）を向上させていく。
①本校の児童の実態に即した道徳教育の充実と
カリキュラムの改善の意識をもち、取り組む。②教
科等や日常生活と関連をもたせた道徳の実践を
豊かな心 積み重ねていく。③道徳教育の授業を公開し、保
護者の理解と協力を得ていく。④本校の特色であ
る縦割り活動を通して異学年との交流を進める。

コロナ収束後、教育懇話会の開催を予定している。
学校関係者
評価

令和
具体的取組

中期取組
目標
振り返り

①年間を通してチームとして複数で児童を見てい
くことで、一人ひとりのよさや可能性、課題をとら
え、組織的に指導にあたる。 ②教職員が問題を
抱え込まずにチームで指導できるように、児童支
援専任を中心に学年や管理職、関係機関等と連
携を図って組織的に対応する。③児童理解に関
わる内容を定例的に取り扱ったり共通理解を図っ
たりして、日常から児童理解に努める。
①月1回の生活アンケートなど教育相談を実施
し、いじめの未然防止・早期発見につなげる。また
適切な対応について共有し、組織的に指導にあ
たる。②いじめ防止対策委員会の定期的な開催
の他に、必要に応じて委員会を開催し、各学年の
実態や日常の様子、個別に指導が必要なケース
などについて情報を共有し、効果的な手立てにつ
①今後も続くであろうコロナ禍における教育活動
の意味や価値をとらえなおす中で、チーム学年経
営を中心とした学年経営の充実を図り組織力向
上を図る。
②一人ひとりのキャリアステージに応じた目標設
定や組織運営の中での役割を確認し、主幹会、
教務会、学年研、メンター研等での人材育成を図
る。

年度
自己評価結果

総括

