平成３０年度 大田区立入新井第二小学校 自己評価 報告書
平成30年9月3日
○ 本校の概要

学校規模…児童数 574名 学級数 １８学級 サポートルーム（特別支援教室）拠点校
目指す学校像…学力・心・身体がバランスよく成長している健康な子供が育つ学校
校内研究テーマ…どの子にも、わかる・できる喜びが感じられる授業をめざして～体育におけるユニバーサルデザインと個別の支援の視点を取り入れて
～
○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容

目標に対する成果指標

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。

４：「読書や読み聞かせ等、本
に触れることが好きである」と
答える児童の割合が９０％以上
である。

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
力
向
上

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。

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。

読書学習司書を活用して読書環境の整備や読
み聞かせを行ったり、読書週間や読書タイム等
を活性化させたりして、児童が本に触れる機会
を増やす。

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。
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。

豊
か
な
心
を
育
む

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。

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。

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。

年間計画に従って人権教育を推進するととも
に、「地域と考える人権展」を通して、各学年の
取り組みを紹介し、学校と地域・家庭が連携し
て人権教育を推進する機会とする。

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。

体
力
向
上

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。

「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。
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。

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。

朝の校庭開放・ふれあいタイムを通して、児童
の運動や遊びへの意欲を高めるとともに、身体
を動かす時間を確保し、体力の向上に努める。

授業公開日の授業評価を、その後の授業
改善に生かす。

教
育
環
境
向
上

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。

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。

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。

学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣ
Ｔ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。

朝の校庭開放・ふれあいタイムを通して、児童
の運動や遊びへの意欲を高めるとともに、身体
を動かす時間を確保し、体力の向上に努める。

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

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。

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。
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。
家庭・地域と連携した教育の推進を目指して、
多様な学校公開を行うとともに、保護者や地域
の施設・団体と連携した学習・行事を計画・実施
する。

成果
評価

３：「読書や読み聞かせ等、本
に触れることが好きである」と
答える児童の割合が８５％以上
である。
２：「読書や読み聞かせ等、本
に触れることが好きである」と
答える児童の割合が８０％以上
である。

2

１：「読書や読み聞かせ等、本
に触れることが好きである」と
答える児童の割合が８０％未満
である。
４：あいさつや右側歩行等、学
校のきまりやルールを守って生
活していると答える児童の割合
が ８５％以上である。
３：あいさつや右側歩行等、学
校のきまりやルールを守って生
活していると答える児童の割合
が ８０％以上である。
２：あいさつや右側歩行等、学
校のきまりやルールを守って生
活していると答える児童の割合
が ７５％以上である。

3

１：あいさつや右側歩行等、学
校のきまりやルールを守って生
活していると答える児童の割合
が ７５％未満である。

４：「朝の校庭開放・ふれあいタ
イムでの運動・遊びを楽しみに
している」と答える児童が、９
０％以上である。
３：「朝の校庭開放・ふれあいタ
イムでの運動・遊びを楽しみに
している」と答える児童が、８
５％以上である。
２：「朝の校庭開放・ふれあいタ
イムでの運動・遊びを楽しみに
している」と答える児童が、８
０％以上である。

3

１：「朝の校庭開放・ふれあいタ
イムでの運動・遊びを楽しみに
している」と答える児童が、８
０％未満である。
４：「学校生活や教室でのルー
ルやきまりが分かりやすい」と
答える児童の割合が、 ９０％
以上である。
３：「学校生活や教室でのルー
ルやきまりが分かりやすい」と
答える児童の割合が、 ８５％
以上である。
２：「学校生活や教室でのルー
ルやきまりが分かりやすい」と
答える児童の割合が、 ８０％
以上である。

3

１：「学校生活や教室のルール
やきまりが分かりやすい」と答
える児童の割合が、 ８０％未
満である。
４：「学校は教育活動を公開す
る機会を多様に設けている。」
の保護者アンケートで、「あて
はまる」のＡ評価が５０％以上
である。
３：「学校は教育活動を公開す
る機会を多様に設けている。」
の保護者アンケートで、「あて
はまる」のＡ評価が４５％以上
である。
２：「学校は教育活動を公開す
る機会を多様に設けている。」
の保護者アンケートで、「あて
はまる」のＡ評価が４０％以上
である。
１：「学校は教育活動を公開す
る機会を多様に設けている。」
の保護者アンケートで、「あて
はまる」のＡ評価が４０％未満
である。

3

これまでの取組
今後の改善策

・「読書がとても好き、好
き」という児童の割合は８
３．６％であった。
・ステップ学習シート等の
結果を通知表とともに保護
者に伝えているが児童と
面談ができていない学年
がある。面談を行うように
する。
・児童のつまずき等を分析
したことを指導に生かすこ
とができた。
・司書の先生のおかげで
（本の修理などすぐにして
くれたり、子供たちの好き
な本を購入してくれたり）図
書室が快適になってきた。
本をたくさん借りている。
・国語や総合的な学習の
時間に関連した図書を準
備していただき、活用する
・語先後礼を徹底していく。
・学習規律が乱れがちな
集団を、組織的で早期の
対応をし、担任に負担がか
からないようにしていく。
・メンタルヘルスチェックの
結果を受け、学年、校内で
共通理解を図り、ＳＣ、サ
ポートルームの教員の協
力で対応することができ
た。
・「あなたの気持ちおしえて
ね」で気になる児童と面談
し、ＳＣとつなげた。
・問題行動のある児童や
不登校児童に対して共通
理解が図れているので同
じ対応をとることができて
いる。
・必要があれば早期に
ケース会議で対応を協議
できるようにしていく。
・体育主任が、年度当初に
今年度の「本校の取り組
み」「学級での実践例」を
示し、全校的に取り組める
ようにする。
・「一校一取り組み」「一学
級一実践」について各担
任に周知し、各学級でどの
運動に取り組むか相談で
きるようにする。
・「早寝・早起き・朝ご飯」
は、家庭と連携した取り組
みをすることで、成果を上
げることができた。
・現在「食育」は２，４，６年
生で取り組んでいる。今後
は、全学年に広げていける
ようにする。
・学校公開の授業評価は、
教育効果が上がるように
考えながら活用していくこ
とが必要と考える。
・校内OJTで学んだ内容を
授業に生かすことができて
いる。
・ＩＣＴ機器を授業に積極的
に取り入れるため、ＩＣＴサ
ポーター等に計画や実施
の援助や助言を受けてい
る。また、担当者が必要な
ときに研修を行った。今後
も行っていく。
・授業のユニバーサルデ
ザイン（ＵＤ）化をめざして
校内研究を推進し、授業
改善に努め,た。
・ＵＤ化で教室前面の環境
が整えられ、授業の集中
力があがるなどの効果が
見られた。
・「学校は教育活動を公開
する機会を多様に設けて
いる」のＡ評価の割合は４
８．５％であった。
・ＨＰの研究ページの更新
が遅くなった。次年度は迅
速な更新を図るようにして
いく。
・ＨＰには地域と連携して
活動している写真をもっと
載せていく。
・学校支援地域本部と連
携し４年生はフラワー公園
前の花壇の整備を実施し
た。また、1年生はプール
の更衣、鍵盤の練習など
に支援してもらい、とても
助かった。

コメント

・８３．６％で評価が２では、基準の設定が
高すぎるのではないか。
・大項目の評価の視点として「読書」は妥当
だろうか。司書の先生の負担はないか。
・授業参観、読書姿勢、学習態度等を見
て、自己評価は低すぎると考える。３以上が
妥当。

・児童の礼儀作法など、問題は見られな
い。特に外来者への礼儀はとても良いと
思われる。自己評価は遠慮が深いと考
える。
・今回の展覧会の絵に見られた様に、
視点の多様化、表現の豊かさは驚くも
のがあった。自由な心の表現に成長が
感じられました。
・学校訪問をするとどの子もきちんと挨
拶を交わしてくれる。自分の将来を見据
えた子どもが多く、目標をしていることな
どを話してくれる子どもが多くいます。
・問題行動、不登校支援に関わるケー
ス会議には、民生児童委員として地域
でできることもあるので、ケース会議に
参加し、協力をしたい。大森三中、入四
小でも参加し、効果を上げている。
・一部の児童のケアで先生方の負担を
感じるときがあった。どちらが悪いと言う
ことはないと思いますが、児童に軽く見
られることがないよう、ビシッとご指導さ
れる姿があると安心すると思う。

・活発な行動力で、特にドッジボールな
どの全身の体力を使う球技が好きなよ
うに思われ、楽しそうに動いている。そ
れに伴い、遠投の技術などを自然に習
得していると思う。
・「早寝・早起き・朝ご飯」の成果をしっか
り上げていることがすばらしい。一日の
始まりがしっかりしていると何事にも意
欲をもって取り組めると思う。
・毎年、小学生駅伝大会では、ベスト３
位に入る好成績を挙げている。入二小
の底力のすごさを感じる。

・学校運営は規律良く行われ、授業の
補助用具・器具などが効果的に使わ
れ、児童の理解のしやすい方法が取り
入れられ、工夫と努力がなされていると
思う。
・スピーチ大会での子どもたちの発表。
緊張して泣いてしまう１年生がいたり、
時々ノートをのぞいてスピーチをする子
がいたり、子どもたちのがんばる姿に感
動をした。自分の言葉で発表することの
大切さ。自信につながる。

・ホームページ、ハウスオーガン、通信
など多様な方法でコミュニケーションが
取られていると感じられる。子ども、孫な
どとのつながりのない地域の人との連
携については、やや薄いのではないか
と感じている。
・（この学校関係者評価の）評価方法と
して「Ｃ：自己評価は適切でない」として
いるが、この表現では、高い方、低い
方、双方の意見を区分できないのでは
ないか。
・全体として自己評価が低すぎるのでは
ないか。

○「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。
○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。
○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

