横浜市立西富岡小学校
平成２５年度

共通取組
重点取組

具体的取組

自己評価結果
○少人数指導についての計画が学年の時間割と
うまく調整できず TT 指導の時間が多くなり課
題が残った。
○学習習慣は身についているが、学習ルールに
ついては、次年度より徹底する必要がある。

豊かな心

○道徳の時間はもとより、各教科等の授業を含む様々な
教育活動の中で、特に異学年集団の中で自分や相手の
良さを認め合う態度を育っています。

○年間を通して異学年集団での「ふれあい活動」
を行い、友達のよさを認める仲間意識が育って
いる。

A

健やかな体

○「早寝・早起き・朝ご飯・外遊び」を推進し、望まし
い生活習慣を身につけたり、西富タイムを通じて体の
健康づくりに取り組んだりする姿勢が育っています。

○生活習慣については、習い事や大人の時間に
合わせた生活など課題が残る
○「西富タイム」
（昼休み延長）を通して全校で
外遊びをすることで体力の向上が図れた。
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○「自分の思いを豊に表現し 伝え合う子」をめざして、 ○授業を伴う重点研究で言語活動を取り上げ授
授業の工夫・改善を図っています。
業の工夫・改善に取り組めた。
○身につけさせたい能力を明確にして、確実に身につけ ○学習状況調査等の分析結果をもとに身につけ
られるよう指導しています。
させたい能力をきちんと明確にしていくこと
に課題が残った。
○児童一人ひとりを大切にして、学校全体で児童を育て
るという意識で児童指導にあたっています。
○「あいさつ」を通してコミュニケーション能力を育て
ています

○月に１度、児童の情報を全教職員で共有する
ことに努め、指導も個人ではなく学校全体であ
たった。
○児童会活動でも「あいさつ」を年間で取り上
げ徹底を図った。

○コーディネーターを中心に、個別の教育支援計画・指
導計画の見直し、情報の共有化を進め、個別の支援が
必要な児童に計画的に支援を行う体制を強化していま
す。
○交流計画をもとに個別支援級の児童と一般級及び近
隣の個別級との交流を行っています。

○校内委員会が組織として有機的に機能してい
ないなど改善が必要である。児童の実態把握に
ついても再度検討していく。
○個別支援級児童の交流につては、計画的に進
めることができた。

○避難訓練、交通安全教室、防犯訓練、職員不審者対応
訓練など関係機関と連携を図って実施しています。
○学校単独・独自の対応では機能できない災害等を想定
して、地域防災拠点や近隣校との協働体制の確立を目
指しています。

○関係機関との連携を図り、防災・防犯訓練が
実施できた。
○隣の中学校が震災等での役割について、明確
になっていないという現状もあり協働体制を
つくっていくのは今後の課題である。

○若手教員の育成として、メンターチームによる授業を
通した研修会で教師力を高め、指導力の向上を図って
います。
○各キャリアステージに適合した目標設定・目標達成を
積み上げる中で、教職員個々として、西富岡小チーム
としての教師力を高めています。
○不祥事防止研修・人権研修を計画的に行い教育公務員
としての意識の向上を図っています。
○「学びの環境づくり」「子どもの安心づくり」の２部
会を編成し、月１回の会議を行いブロック研や学年研
で定期的に情報を共有しています。
○主幹教諭を２部会各ブロックに配置し、学校運営上の
問題点を把握し、改善するとともに学校経営力を高め
る人材育成を図っています。

○若手教員の授業研究では、南部教育事務所の
指導主事に授業研の講師を依頼したり、主幹教
諭が助言を行うなどしたりして授業力の向上
を図っている。
○西富岡小チームとしての協働体制はできてい
る。
○あゆみのご記載があり、ご記載防止に全力を
挙げて取り組んでいる。
○２部会性の校内組域は、今年度初めてという
こともあり、PDCA サイクルでよりよいものにし
ていく。
○主幹教諭の役割のついては、今年度２名が初
めてということもあり。今後より機能的に学校
経営力を高めていきたい。
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○「結」をテーマに合同授業研究会を２回開催し、「人よりよくかかわろうとする児童・生徒」の育成に向けた授

８
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・「分かる授業」実現のため言語活動
を重視した授業の実践や少人数指導
による一人ひとりに寄り添った指導
の実践を行い学力の定着を図ってい
ます。
・道徳時間はもとより、全ての教育活
動を通して、自他ともに尊重し合い、
高め合う心情や態度を育てています。

○少人数指導の実現を図り、落ち着いて学習でき
る環境ができている。
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確かな

らに工夫を重ね情報の共有化を図る必要がある。

学力

○西富タイムは通年実施できた。
○児童の実態を見ながら目標を上方
修正する必要がある。
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・児童支援専任を中心に子ども一人ひ
とりを大切にし、学校全体で児童指導
にあたっています。
・「いじめ防止基本方針」に則った指
導を行っています。

○児童支援専任を中心に、事案へチ
ームで対応する意識が高まった。
○いじめ解決のための生活アンケー
トなどを複数回行いいじめの未然防
止に今後も力を入れていく。

・コーディネーターを中心に、児童・保護
者の教育的ニーズに応じた支援体制を構築
しています。
・個別支援級児童と一般級児童及び近隣個
別支援級との交流を図っています。

○１年生の配慮児童には教育ボラン
ティア AT を配し成果を上げた。他学
年については、個別の指導計画が形
骸化し情報の共有や支援の継続に課
題が残った。
○近隣小中学校の交流について今後
も計画的に進めていく必要がある
○事故対応マニュアルは実際のこと
を想定しながら改善されている。
○教職員全体、児童全体に意識が広
まるような訓練や研修が必要。

・防災・防犯訓練、交通安全教室等を通し
て、児童の危機管理能力を高めています。
・様々な事故対応マニュアルを作成し迅速
な対応ができるようにしています。

・経験の浅い教員の育成として、メン
ターチームによる授業を通した研修
で教師力を高め指導力の充実を図っ
ています。

○主体的に研究授業を行い、一定の
成果を見せた。メンター以外にもラ
イフステージを意識した指導力向上
研修が必要と思われる。
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見解

対する

○特別支援教育の推進は、校内組織をしっかり機能させ、教職員の共通理解を図りながら全校で進めていく。

中期目標
達成状況

相互評価

ーション能力の育成には課題が残った。
○「キャリア教育」の視点を重視した取り組みをブロック全体で進めていきたい。

結果

○あいさつは学校にさらなる取り組みを期待する。しかし家庭教育の影響も大きい

学校関係者

Ａ

・指導と評価の一体化を念頭に置いた
単元構成の工夫を図ります
・「問題解決的な単元構成」の実践を
進め学力の定着を図ります

○授業を伴う重点研究で言語活動を取り上げ授業
の工夫・改善に取り組めた。

・児童支援専任を中心に子ども一人ひ
とりを大切にした児童指導を継続し
ていきます。
・日ごろの見取りを生かしいじめの未
然防止に努めます。

○児童支援専任を中心に、事案へチ
ームで対応する意識が高まった。
○いじめの未然防止に人権教育の成
果を反映させながら成果をあげた。
今後も力を入れていく。

Ａ

・コーディネーターを中心に、個別の支援
計画に基づいた支援体制を継続的に進める
体制を作ります。
・個別支援級児童と一般級児童及び近隣個
別支援級との交流を図っています。

○１、２年生の配慮児童には教育ボランテ
ィア AT を配し成果を上げた。個別の指導
計画を用いた情報の共有や支援の継続に
取り組んだが、課題が残った。
○近隣小中学校の交流は今後も計画的に
進めていく必要がある

Ｃ

・防災・防犯訓練、交通安全教室等を通し
て、児童の危機管理能力を高めています。
・発達段階に応じた危機管理教室を計画的
に進めます。

○事故対応マニュアルは実際のこと
を想定しながら改善されている。
○教職員全体、児童全体に意識が広
まるような訓練や研修を実施でき
た。

Ａ

・経験の浅い教員の育成として、メン
ターチームによる授業を通した研修
で教師力を高め指導力の充実を図っ
ています。
・必要な研修を臨機応変に進めます。

○主体的に研究授業を行い、一定の
成果を見せた。メンター以外にもラ
イフステージを意識した指導力向上
研修、不祥事防止研修を実施した。
。

Ａ

○高学年を中心に、自ら問題意識をもち、判断し

Ｂ

行動できる児童の育成に成果が見られた

○あいさつは学校にさらなる取り組みを期待する。本年度は家庭にも投げかけ、学校・家庭・

ことなので学校・家庭・地域で協同した取り組みが必要。

評価結果

地域で協同した取り組みが始まった。
○学力向上のためには今後も児童が思考・判断し決定する学習を積み重ねる必要がある。

○学力向上のためには児童が思考・判断し決定する学習を積み重ねる必要がある。
現在順調に学力を伸ばしているので今後も研究を続けてほしい。
○あいさつについては２７年度、保護者・地域の協力を呼びかけながら進めていく。
○学力向上については問題解決的な学習の要素を取り入れて単元の工夫を進めてい
く。本年度の成果である指導と評価の一体化についても合わせて研修を進めていく。

・
「わかる授業」実現のため、算数少人数指導は習熟度別授業にも取り組み、一人ひとりに寄り添

学校経営

子どもの見とり、指導の工夫など改善を図っていく。
○異学年ふれあい活動「なかよし活動」については、、子どもたちの中に浸透してきている。今後も継続して取り
組み、豊かな心の育成を図っていく。
○体力向上の「西富タイム」の設定は、定着してきているので、今後も継続して取り組んでいく。

※ 当 該 年 度 の 達 成 状 況

○西富タイムは通年実施できた。
○児童の実態に合わせて体育的な内
容を数多く取り入れることができた

○あいさつについては、保護者・地域の協力を呼びかけながら進め、学校の風土となるよう今

対する
学校の見解

後も取り組みを進めていく。
○学力向上についてはさらに問題解決的な学習の要素を取り入れて単元の工夫を進めてほし
い。本年度の成果である指導と評価の一体化についてもさらに研修を進めていく。

学校の見解

○今年度は、一人ひとりの課題に寄り添った少人数指導など確かな学力向上に向けた取組が、推進できなかった。

学校経営

・「西富タイム」を計画的に進められ
るように各学級の指導を工夫します。
・年４回程度、季節に応じた体力向上
の取り組みを実施します。

題解決型の授業展開を工夫した。
○生活科や総合的な学習の時間で地域連携に視点を置き地域の材（人・物）を生か
した単元の開発に取り組んだ。

評価結果に

互の評価結果も公開していく。

Ａ

ブロック内

評価結果に
する学校の

○自他ともに尊重する雰囲気は児童
全体に広がりつつある。
○児童のトラブルが時折みられる。
保護者に連絡を取りながら豊かな心
を目指した指導を進めている。

った。教職員の指導方法や指導技術の向上につながったが、児童生徒のコミュニケ

評価結果

○小中一貫カリキュラムを保護者にも公開し、一貫ブロックでの具体的な取組を示し、周知を図る。また、教員相

・道徳をはじめすべての教育活動で自
他を尊重し互いを高めあう心を育て
ます。その中で自己実現をめざし互い
を認め合えるようなあいさつの定着
を図ります。

教育推進

ある方への理解を子どもの時から身につけていくようにしてほしい。

評価結果に対

Ｂ

○小中合同研修会「アクティブ・ラーニング」を通して学んだことを生かして、問

学校関係者

○特別支援の項目の評価が低いが、地域でも震災等で障害のある方の避難が問題になっている。。学校でも障害の

総括

○少人数指導の連携を図り落ち着い
た学習ができる体制ができている。
○言語活動を視野に入れた単元の工
夫ができている。

教育推進

結果

が声に出さなくても会釈はしている。これからも学校の取組として続けてほしい。

自己評価結果

・指導と評価の一体化をふまえどの子
も「わかる授業」の実現を図ります。
・「言語活動」を効果的に位置づけ、
主体的に学ぶ自動を育成します。

小中一貫

相互評価

○来年度以降は、全職員にアンケート調査を実施し、相互評価に反映させたい。

○授業を伴う重点研究で言語活動を取り上げ授業
の工夫・改善に取り組めた。
○自ら問題意識をもち、判断し行動できる児童の育
成に課題が見られた。教師の指示が少なくなるよ
うな単元の工夫が必要。

具体的取組

○児童生徒理解研修で「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の実践を報告しあ

ブロック内

業を工夫した。

・「自分の思いを表現し、豊かにかか
わり合う」国語科学習をテーマに、年
１回全ての教員が授業研究を行い、指
導と評価の一体化を図っています。

平成２７年度

共通取組
重点取組

○言語活動についての取り組みは見られたがさ

○自他ともに尊重する雰囲気は児童
全体に広がりつつある。
○幼い考えからくるトラブルが時折
みられる。目標を上方修正してさら
に豊かな心を目指したい。

・
「西富タイム」
（外遊びの推進）を通
して週１回全校で体力の向上を図っ
ています。

総括

小中一貫

○「あいさつ」について、地域でも子どもたちはよくできている。学年が上がるにつれて恥ずかしさがあるようだ
評価結果

自己評価結果

体
４

○「小中一貫カリキュラム」の改善を行い、小中の教科・領域の連携を図った。

学校関係者

具体的取組

心

育推進 ブロ
評価結果

２
豊かな

小中一貫 教
ック内相互

確かな

（平成 25 年度～平成 27 年度）
平成２６年度

共通取組
重点取組

総括

○少人数指導など、一人ひとりの課題に寄り添った指導
を行い学力の定着を図っています。
○学習習慣が身に付くように、学習ルールの確立を図っ
ています。

１

学校評価報告書

った指導ができていた。

中期目標

・児童支援専任が配置され、１年生の配慮が必要な児童への支援は成果を上げた。一方他の学年

達成状況

の児童については、個別の指導計画を活用した支援が十分とは言えず、今後、校内体制の整備

・
「わかる授業」実現のため、算数少人数指導は習熟度別授業にも取り組み、一人ひとりに寄り添った指導ができ

学校経営
中期目標

ていた。
・キャリア教育の視点を生かした「自分を見つめ生き方を考える教育」を引き続き推進していく。。

達成状況

とともに改善を図っていく。

：

Ａ … 十 分 達 成

Ｂ … 概 ね 達 成

Ｃ … 努 力 必 要

Ｄ … 改 善 必 要

