
平成31年3月8日
○　本校の概要

○　自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策

コメント
４：対象となる全学級（全教員）で行った。

３：８０％以上で行った。

２：６０％以上で行った。

１：６０％未満であった。

４:学期に２～３回知らせた。

３：学期毎に知らせた。

２：年度間に１回は知らせた。

１：お知らせできなかった。

４：対象児童・生徒への出席を全教員が働きかけた。

３：８０％以上の教員が働きかけた。

２：６０％以上の教員が働きかけた。

１：６０％以下の教員が働きかけた。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上が回答した。

２：６０％以上が回答した。

１：６０％未満であった。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上が回答した。

２：６０％以上が回答した。

１：６０％未満であった。

４：全教員で取り組ませた。

３：８０％以上で取り組ませた。

２：６０％以上で取り組ませた。

１：６０％未満であった。

４：全教員が行った。

３：８０％以上の教員が行った。

２：６０％以上の教員が行った。

１：６０％未満であった。

４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

１：実施しなかった。

４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：「組織的対応ができた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：必要な事案に対して必ず会議を実施し、組織的に
対応した。

３：必要な事案に対しておおかた会議を実施した。

２：必要な事案に対してあまり会議を実施しなかった。

１：必要な事案に対してほとんど会議を実施せず、組
織的な対応をしなかった。

４：全教員で取り組ませた。

３：８０％以上で取り組ませた。

２：６０％以上で取り組ませた。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員で行った。

３：８０％以上の教員で行った。

２：６０％以上の教員で行った。

１：６０％未満であった。

４：全教員が取組んだ。

３：８０％以上が取組んだ。

２：６０％以上が取組んだ。

１：６０％未満であった。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

１：実施しなかった。

４：「おおむねできた」と全教員が回答した。

３：８０％以上の教員が回答した。

２：６０％以上の教員が回答した。

１：６０％未満であった。

４：設置教室を使用する全正規教員が週１回以上活
用した。

３：８０％以上の正規教員が週１回以上活用した。

２：６０％以上の正規教員が週１回以上活用した。

１：６０％未満であった。

４：月1回以上行った。

３：学期に2～3回行った。

２：学期1回以上行った。

１：実施しなかった。

４：教員の８０％以上が指導力向上を図れたと回答した。

３：教員の７０％以上が指導力向上を図れたと回答した。

２：教員の６０％以上が指導力向上を図れたと回答した。

１：６０％未満であった。

4：月1回以上更新した。

3：学期に2～3回更新した。

2：学期1回以上更新した。

1：更新しなかった。

４：毎回情報を提供した。

３：おおむね情報を提供した。

２：あまり情報を提供しなかった。

１：情報を提供しなかった。

４：学期に2～3回行った。

３:学期１回以上行った

２：年１回以上行った。

１：実施しなかった。

４：学期に2～3回行った。

３：学期に１回（年間３回）以上行った。

２：年度間に1回以上行った。

１：実施しなかった。

　４：「学校が楽しいです
か。」という問いに対して
「楽しい。」と回答した児
童が７２％以上。

　３：「学校が楽しいです
か。」という問いに対して
「楽しい。」と回答した児
童が６６％以上。

・「児童が楽しく学校へ通っている」というアンケートに多くの肯
定的意見があったことは素晴らしい。更に、大きな声での挨拶
ができるよう、継続指導を求める。
・学校が楽しいと答えている児童が多いのは、教員が一人ひと
りの子どもをしっかりと見ているからだだと思う。
・他者の個性を大切にすることを理解できるようになればよ
い。

　・校庭が改修され、休み時間に以前よりも多くの児童が外遊
びをしている様子が見られる。以前よりも走りやすくなったと好
評である。活用して、さらに体力向上につなげてほしい。

・子どもにとって分かりやすい授業のために、教員が努力して
いるのだと思う。が、忙しすぎるので、教員が余裕を持てるよう
な環境作りも大切かと思う。
・タブレットなど新しいテクノロジーを利用した授業は良い。
・児童数の多い、少ないに関係なく、理科や家庭科にも専科教
員がいるとよい。

・ホームページを新しくしたと聞き、見る機会があった。学校の
評判がよく、うれしい気持ちになった。
・各校の特色が出にくいと思うが、なるべく本校らしさをアピー
ルしてほしい。
・学校は、地域、保護者と良好な関係を保っていると思う。

・学校生活調査やいじめアンケートなど
を学期に１回以上実施し、結果に応じて
面談を行い、児童理解に努めている。ま
た、いじめ対策委員会や問題行動や不
登校にかかわるケース会議を随時行
い、未然防止、早期対策を心掛けた。こ
れらの情報を、生活指導夕会をはじめと
して、情報共有を図っており、教職員が
一丸となって対応できるよう組織作りを
している。

・校内のきまりを整理し、繰り返し指導し
たことで、円滑な指導が行えている。児
童が安全に、安心して学校生活を過ご
せるよう今後も継続して指導していく。

・栄養士が、季節の食材を取り入れた献
立を計画し、放送で紹介した。和食の日
には、カツオや昆布の布模型を教室に
持ち込み、鰹節のできかたや、昆布の
大きさを紹介した。
・担任は食べ物を扱う教材の際には、食
育にかかわる指導を随時行っている。
・担任と栄養教諭とが連携して、生活科
の時間を活用し、「給食ができるまで」
「トウモロコシの皮むき」など食育の授業
を行った。

・「一校一取組」や「体力向上のための
取り組み」は、限られた期間だけでなく、
年間を通して継続できるような方法で取
り組みたい。また、サーキットトレーニン
グを毎時間有効的に取り入れるために
は、簡単に取り組めて、主運動や体力
作りにつながる運動にするなど内容を
検討する必要がある。
・水曜日の30分昼休みは体力向上の推
進に有効。外遊びの強化を全校で共有
していく。

・研究主題「自ら気づき、考え、伝えよう
とする児童の育成～ICT機器を活用し
て」において、研究の内容や方法を明確
にし、全教職員の共通理解のもと、取り
組み充実させる過程で、教育環境の向
上を図り、児童の学力向上につながる
ようにする。

・ICT機器活用の根底になる、授業規律
の徹底を進める。

・ICT機器活用の理解のために、教師の
実技研修を行う。

・主幹教諭・主任教諭が講師を務め、担
当業務に関わる内容や得意分野につい
てのOJT研修を開催し、ともに学び合
い、内容理解を深めた。

・ホームページは区内小中学校におい
て同一の形式となった。ユニバーサルデ
ザインの考え方に基づき、すべての
人々が情報にアクセスできることに重点
を置いている。分かりやすい情報発信
及び行事などの情報公開、更新をこころ
がけてきた。学校便りや学年便りなど
も、毎月一回以上配布している。今後も
内容を精査しながら、発信を続けてい
く。
・PTAや学校支援地域本部と連携して
行っている「夏休みお楽しみ教室」を児
童は毎年、楽しみにしており、日頃でき
ない体験もできるので保護者からも好評
である。今後も地域、家庭、学校との連
携を深めていきたい。

校内研究の実施、校内研究テーマを受けた各
教員による校内公開授業、教務部によるＯＪＴ
研修を充実させて教員の授業力向上を目指
す。

体育的行事、部活動、休み時間など様々
な機会を通して運動習慣の確立を推進す
る。

・算数の習熟度別授業は、良い取り組みだと思う。
・学年の2学級を３つのクラスに分けることで、児童の力に応じ
た指導ができる。1学級のみの学年は現時点では2つに分けて
いるが、3つに分けて指導できる体制が取れると良い。

・学力向上に向けて、学習カルテやス
テップ学習チェックシート等を活用し、児
童の学力の実態を把握するとともに、適
時適切な指導をすすめてきた。児童アン
ケートの「授業がよくわかる。」と回答し
た児童は62.6％で、成果評価は「３」と
なった。これは児童自身は、学習に対す
る自信や達成感をもって、学習意欲を高
められていると自覚するには至っていな
いと捉えることができる。また、学習にお
いて伝え合い、高め合う場面が増えるこ
とで、本当に分かるという状態を自覚で
きるようになったとも捉えることができ
る。教師の授業改善の在り方が、ややも
すると教師主導で児童の思いや願いと
にずれがあるとも考えられる。そこで、
本校の研究主題にある「自ら気づき、考
え、伝えようとする児童の育成」に向け
て、児童の実態に即してより具体的に研
究を推進していく。

給食指導及び教科等における指導を通し
て、食生活の充実・改善をねらいとした「食
育」を推進する。

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を
通して、児童・生徒や保護者に対し、望まし
い生活習慣についての意識啓発を行う。

学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめ
の未然防止、早期発見等のための取組を
実施する。

５，６年が中心の「縦割り班遊び」を計画的に行
う。

小中一貫による教育の視点に立った生活
指導の充実により、社会のルールや学校
のきまりなどを守ろうとする意識を高める。
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　１：「学校が楽しいです
か。」という問いに対して
「楽しい。」と回答した児
童が６０％未満。

これまでの取組
今後の改善策

目標 取組指標

学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の
結果よりストレス症状のみられる児童・生
徒に対して組織的に対応する。

学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一
人ひとりの学習のつまずきや学習方法に
ついて、指導する。

算数・数学到達度をステップ学習チェック
シートで児童・生徒、保護者に知らせる。

学習指導講師等による算数・数学・英語の
補習を実施する。

外国語教育指導員を効果的に活用し、外
国の方々とのコミュニケーション能力の育
成等を図っている。

授業改善推進プランを、授業に生かす。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・
生徒に関するケース会議等を実施する。

道徳教育推進教師を講師とした研修や、
国、都及び区の資料を活用した授業等を
行う等道徳指導充実のための取組を行う。

児童・生徒一
人ひとりの学
ぶ意欲を高
め、確かな学
力を定着させ
ます。

３：「授業がよくわかりま
すか。」という問いに対し
て「よく分かる。」と回答し
た児童が６２％以上。

２：「授業がよくわかりま
すか。」という問いに対し
て「よく分かる。」と回答し
た児童が５５％以上。

１：「授業がよくわかりま
すか。」という問いに対し
て「よく分かる。」と回答し
た児童が５５％未満。

４：「授業がよくわかりま
すか。」という問いに対し
て「よく分かる。」と回答し
た児童が６８％以上。

○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。

ＰＴＡと連携し、ＰＴＡ本部をはじめ、各部やＰＴＡ
ボランティアの活動と協調し、保護者と連携した
特色ある教育活動を推進する。

学校支援地域本部と連携するなどして、地
域力を生かした特色ある教育活動を実践
する。

体
力
向
上

教
育
環
境
向
上

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

４：「体を動かすことが好
きですか。」という問いに
対して「好き。」と回答し
た児童が７0％以上。

３：「体を動かすことが好
きですか。」という問いに
対して「好き。」と回答し
た児童が６５％以上。

４：「学校からのたより
（学校便り、学年便り、
ホームページ等）は分か
りやすい。」という評価項
目で、「はい」と回答した
保護者が３５％未満。

体力向上のため、なわとび、サーキットトレーニ
ングに取り組む。

教員の指導
力向上、施設
の整備や講
師・支援員の
配置などの
学校サポート
体制の充実
に取り組み、
学習環境の
向上を図りま
す。

各種研究発表会等の研究・研修の成果
を、自身の授業改善に生かす。

授業改善セミナー等の研修成果を生かし、
主任教諭が助言・支援を行う校内研修等を
実施しOJTを充実させる。

子ども一人ひ
とりの身体活
動量を増加さ
せて意欲や
気力の元とな
る総合的な
体力を育み
ます。

授業公開日の授業評価を、その後の授業
改善に生かす。

学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、Ｉ
ＣＴ機器を活用した授業を実施する。

校内委員会等を確実に実施し、学校にお
ける特別支援教育を推進する。

新体力テストの結果を踏まえ体力向上全
体計画を作成し、計画に基づいた体育指
導や「一校一取組」運動や「一学級一実
践」運動を実践する。

○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である　Ｂ：自己評価はおおむね適切である　Ｃ：自己評価は適切ではない　Ｄ：評価は不可能である　の４点について、 評価し
○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。

地域教育連絡協議会において、児童・生徒
の変容等の具体的な資料を作成して、評
価に必要な学校の情報を適切に提供し、
適正な評価を受けるよう努める。

教育目標・学校経営方針・学校評価等の
基本情報、児童・生徒の活動情報等をホー
ムページ等で公開及び更新することによ
り、積極的に情報を発信する。

学校・家庭・
地域の果た
すべき役割
や責任を明ら
かにするとと
もに相互の
連携を深め、
地域とともに
子どもを育て
る仕組みをつ
くります。
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２：「体を動かすことが好
きですか。」という問いに
対して「好き。」と回答し
た児童が６０％以上。

１：「体を動かすことが好
きですか。」という問いに
対して「好き。」と回答し
た児童が６０％未満。

４：「子どもたちにとって
分かりやすい授業をして
いたか。」という問いに対
して「よくあてはまる。」と
回答した保護者が７３％
以上。(学校公開アン
ケート)

３：「子どもたちにとって
分かりやすい授業をして
いたか。」という問いに対
して「よくあてはまる。」と
回答した保護者が６５％
以上。(学校公開アン
ケート)

２：「子どもたちにとって
分かりやすい授業をして
いたか。」という問いに対
して「よくあてはまる。」と
回答した保護者が６０％
以上。(学校公開アン
ケート)

１：「子どもたちにとって
分かりやすい授業をして
いたか。」という問いに対
して「よくあてはまる。」と
回答した保護者が６０％
未満。(学校公開アン
ケート)

４：「学校からのたより
（学校便り、学年便り、
ホームページ等）は分か
りやすい。」という評価項
目で、「はい」と回答した
保護者が４５％以上。

４：「学校からのたより
（学校便り、学年便り、
ホームページ等）は分か
りやすい。」という評価項
目で、「はい」と回答した
保護者が４０％以上。

４：「学校からのたより
（学校便り、学年便り、
ホームページ等）は分か
りやすい。」という評価項
目で、「はい」と回答した
保護者が３５％以上。

3
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   本校は、１１学級の特別支援教室拠点校である。児童数は増加傾向にあり、学区域外の児童も増加している。
　学区内は住宅地と商業地があり、住民は地域に誇りと愛着をもっている。地域に根差す学校として本校では、自らの指導に責任をもち、児童の力を伸ばすこと、家庭や地域の協力を得て、児童に生きる力を育成することを目指している。
　平成３０・３１年度区の教育研究推進校に指定され、「自ら気づき、考え、伝えようとする児童の育成～ICT機器を活用して～」をテーマに日々の授業改善を行っている。国語・社会・算数の３教科で研究授業を行うとともに、授業規律を整えることで児童が安心して学び
に向かうことができる学級を作っていく。生活面では「調布大塚小学校のきまり」に沿って指導を行い、あいさつや当番活動の励行によって「心の教育」を実践している。併せて、「スクールサポート調布大塚」の協力のもとに、地域・家庭の力を導入し、さらに教育効果を増
大させている。
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目標に対する成果指標

　２：「学校が楽しいです
か。」という問いに対して
「楽しい。」と回答した児
童が６０％以上。

大項目 取組内容

子ども一人ひ
とりの健全な
自己肯定感・
自己決定力
を高め、未来
への希望に
満ちた豊かな
人間性を育
みます。

豊
か
な
心
を
育
む

学
力
向
上

学習規律(授業中、学習用具、挨拶等)を徹底
し、維持している。

成果
評価

学校関係者記入欄


