令和３年度 大田区立道塚小学校 自己評価 報告書
令和4年2月9日
○ 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

プ
ラ
ン
１
未
来
社
会
を
成創
造
的
に
生
き
る
子
供
の
育

取組内容

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。

コミュニケー
ション能力、
情報活用能
力、ともに生
きる力等、こ
れからの社
会の変化に
しなやかに対
応する子ども
の力と自信を
身に付けま
す。

論理的、科学的な思考力の育成を目指し、
「おおたのものづくり」を生かした体験活動
や理数授業等を実施する。

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。

他者の人権を尊重する人権教育の推進を
目指し、人権教育資料等を活用した授業を
実施する。
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。

取組指標
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：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：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：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。

取組
評価

4

4

4

１：６０％未満であった。
４:学期に２～３回知らせた。
算数・数学到達度をステップ学習チェック ３：学期毎に知らせた。
シートで児童・生徒、保護者に知らせる。
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。
学習補助員等による算数・数学・英語の補 ３：８０％以上の教員が働きかけた。
習を実施する。
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。
授業改善推進プランを、授業に生かす。
２：６０％以上が回答した。
１：６０％未満であった。

火・木の朝の図書の時間の読書を全クラス
きちんと実施する。

3

3

4

3

４：全教員が行った。

4

１：６０％未満であった。
４：学期に２～３回（年間６回）以上行った。

プ
ラ
ン
３
豊
か
な
心
の
育
成

道徳教育推進教師を講師とした研修や、
３：学期に１回（年間３回）以上行った。
国、都及び区の資料を活用した授業等を行
２：年度間に1回以上行った。
う等道徳指導充実のための取組を行う。

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。
学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の
３：８０％以上の教員が回答した。
結果よりストレス症状のみられる児童・生
２：６０％以上の教員が回答した。
徒に対して組織的に対応する。
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。
学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめ
３：８０％以上の教員が回答した。
の未然防止、早期発見等のための取組を
２：６０％以上の教員が回答した。
実施する。
１：６０％未満であった。

問題行動・不登校問題等にかかわる児童・ ３：必要な事案に対しておおかた会議を実施した。
生徒に関するケース会議等を実施する。
２：必要な事案に対してあまり会議を実施しなかった。

プ
ラ
ン
５
魅
力
あ
る
教
育
環
境
づ
く
り
プ
ラ
ン
な６
っ
て学
と校
も・
に家
進庭
め・
る地
教域
育が
一
体
と

10

Ｂ

2

〇各学年、専科が研究授業を行うこ
とにより、「未来ものづくり科」のカリ
キュラム開発を進め、２年間の成果を
まとめた研究発表会を実施した。今
後も、地域の会社や工場などと連携
した経験を生かして、地域との関わり
を深めた学校教育を実施する。
Ｃ
〇学校支援地域本部の力を借りて、
合計３３社の会社・工場の方と連携す
ることができた。

１：

４：保護者アンケートによる ４：
「お子さんにとって分かり
やすい授業をしている」と
いう項目が８０％以上

Ａ

３：保護者アンケートによる
「お子さんにとって分かり ３：
やすい授業をしている」と
いう項目が７５%以上

２：保護者アンケートによる
「お子さんにとって分かり ２：
やすい授業をしている」と
いう項目が６０%以上

4

3

〇学習効果測定の結果や学習カル
テを基に、保護者や児童と面談し、
個々の学習のつまずきや学習方法
の改善についての指導を行った。

Ｂ

〇１０月の読書の調査では、区の読
書活動推進計画の目標である１０冊
を上回る１３冊を記録した。また、３年 Ｃ
間の「家読」記録を１冊にまとめ、
個々の読記録を綴っている。今後も
読書活動の一層の充実を図ってい
く。

１：保護者アンケートによる
「お子さんにとって分かり
やすい授業をしている」と １：
いう項目が６０%未満

Ｄ

４：保護者アンケートによる ４：
「お子さんが友達と良い関
係を築いている」という項
目が８０％以上

Ａ

３：保護者アンケートによる
「お子さんが友達と良い関
係を築いている」という項 ３：
目が７５%以上

4

１：保護者アンケートによる
「お子さんが友達と良い関
係を築いている」という項
目が６０%未満

4

10

〇いじめ防止基本方針を改訂し、い
じめに関する事案については、当該
学年だけでなく管理職、生活指導主
Ｂ
幹が解決に当たり、スピード感をもっ
て対応している。また、サポートルー
ム教員やスクールカウンセラーとも連
携し、早期解決に努めている。

２：保護者アンケートによる
「お子さんが友達と良い関
係を築いている」という項
目が６０%以上

２：
4

12

〇算数補習教室を自学教室に改善
し、年間を通して希望する児童の算
数の学力地域人材を活用して伸ばす
体制を構築した。

〇毎週金曜日に生活指導に関する
会議を設け、各学年で抱える問題を
共有している。

1

Ｃ

1

・様々な課題について、学校全体で組織的に対応できることは
素晴らしい。
・いじめ防止についてきめ細かい対策実施が伺われる。さらに
進めてほしい。
・コロナ禍の影響を受けた家庭に生活している児童の精神面
を心配している。背景により交友関係や学習への取り組みに
影響が出る懸念と、継続的なサポートを望む。遊びの場を広
げ、はけ口の機会を増やしてほしい。
・いじめや心の問題は多くの目であたってほしい。ケースを共
有できる機会が定期的に設けられていると敷居が低くなると
感じる。
・今のいじめは隠れていることも多いように感じる。家庭と学校
の連携は必須だと思う。
・いじめとする時の判断が難しい。先生方にその子にとってど
うなのか感じ取ってほしい。
・子供他たちの「学校楽しい」をよく聞く。心の問題は本当に育
てていくことが難しいと思うが、寄り添っての対応をしていると
感じる。
・先生方の大らかな気持ちで接している姿が見られ、心がなご
む。

〇火・金曜日には、スクールカウンセ
ラーが来校し、管理職及び教職員と
情報共有をし、適宜保護者への連絡
を行っている。
１：

Ｄ

児童の運動量確保のために20分休みの遊
びの時間を推進する。

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。

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。

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。
地域教育連絡協議会において、児童・生徒 ４：毎回情報を提供した。
の変容等の具体的な資料を作成して、評 ３：おおむね情報を提供した。
価に必要な学校の情報を適切に提供し、 ２：あまり情報を提供しなかった。
適正な評価を受けるよう努める。
１：情報を提供しなかった。
４：学期に2～3回行った。
学校支援地域本部と連携するなどして、地
３:学期１回以上行った
域力を生かした特色ある教育活動を実践
２：年１回以上行った。
する。
１：実施しなかった。

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。

コミニティスクールモデル校として、栽培活
動・放課後補習教室の改善に取り組む。

4

3

4:保護者アンケートによる ４：
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が８０%以上
３；保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で ３：
過ごしている」という項目
が７５％以上
２：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目 ２：
が６０％以上

3

4

3

4

4

〇早寝早起きカードを使い毎学期指
導している。調査前に、動画等を用い
B 2
食育等指導も行っている。
4

１：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が６０％未満
１：

〇掃除の時間を放課後に設定し、中
休みや昼休みで合計４５分の時間を
とり、外遊びをする児童が増えてい
る。

Ｄ
４：保護者アンケートによる ４：
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が８０%以上

２：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が６０％以上
２：

〇区主催の研究発表会に参加し、各
校の研究の成果や課題について情
報を共有し、教職員の学びの機会を
確保した。
4

１：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が６０％未満

10

Ｂ

1

〇特別支援教育コーディネーターが
あ中心となり、学級担任とサポート
ルーム教員で定期的に校内委員会を
Ｃ
開き、児童への支援の在り方を話し
合った。

・校内OJTの改善充実図り、先生方のさらなる指導力の向上
を期待したい。
・特別な配慮が必要な児童への指導について、引き続き学校
全体で支援してほしい。
・「把握」「発想」「かたち」の学習には、大変興味深く、児童の
未来を広げる取り組みであった。また、教員のICT指導や取り
組み方に向上を感じた。
・授業力の向上に向けての努力に感謝したい。
・先生方の研修は忙しい、大変だとは思うが頑張ってほしい。
・先生方や支援の方々のお力により、子供たちが安心した環
境内にて生活できていると思う。
・先生方がレベルアップのために研究会等に参加し、努力を惜
しまずに取り組んでいることに感謝したい。

1

〇理科・体育・特別支援教育の研修
を随時行い、授業力や学級経営力の
向上を図っている。
Ｄ

４：保護者アンケートによる ４：
「教育活動の様子を分かり
やすく伝えている」という項
目が８０%以上

Ａ

３；保護者アンケートによる
「教育活動の様子を分かり
やすく伝えている」という項
３：
目が７５％以上

〇コミュニティースクール・モデル校と
して、地域の各会の代表に出席して
いただき、年間４回の協議会を実施し
ている。

２：保護者アンケートによる
「教育活動の様子を分かり
やすく伝えている」という項
目が６０％以上

4

Ａ
〇前期は、毎週木曜日に全教員によ
る１５分間の校内OJTを行い、ICT等
のスキルアップに努めている。

３；保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目 ３：
が７５％以上

１：

4

Ｃ

〇東京オリンピック・パラリンピックの
実施に伴い、今年度も各学年でオリ
パラ教育を推進した。

4

3

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて取り
組んできた実践を「学校２０２０レガシー」として引き続き取り組んでほし
い。
・食育、運動習慣の充実を期待する。
・遊びによる体力づくりが良い。生活の多様化が進んでいるが、家庭に
おける基本的な生活習慣を見直せる取り組みだと思う。
・学校運営協議会では道塚小の体力測定の結果が開示され、問題点
の改善策を話しあった。学校だけのせいにせず、地域の力でも、できる
ことがあるではと気付かされた。
・外遊びに体力が直結するこの時期に時間が増えたのは子供にとって
嬉しいことである。
・体を動かすことは大切である。楽しく継続できることがよい。
・密になれず、給食も黙食となっているが、学校生活が他の形で楽しく
思えることが大事なのかと感じる。
・学年ごとに体力テストの記録を出して他校と比較し、学校の児童の体
力向上を目指す姿勢を評価したい。
・合計４５分の休み時間を確保することで、自由に外遊びをする子供た
ちが増えてよかった。静と動のバランスが大切である。
・生活習慣を身に付ける事はやはり家庭が基本である。親の意識を変
える事は今の時代とても難しいと感じる。
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4

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：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。

全教員が年間2回の研究授業を実施する。

学校・家庭・
地域が担う
役割などを明
確にし、地域
に開かれた
教育の実現
を目指しま
す。また、相
互の連携を
深め、子ども
を育てる仕組
みを作りま
す。

Ａ

コメント
・タブレット端末の活用について学校全体で取り組んでいたこ
とは素晴らしい。
・人権教育に関する取り組みで対象となっている学級で実施し
ていないクラスがあることが気になった。
・タブレット操作について一人も取り残さず、自分なりに操作で
きるようにしてほしい。
・地域の会社、工場との連携をさらに進めることを期待したい。
・ICT活用において教員の負担は増えるとの心配はあるが、社
会の進歩・発展に必要な取り組みである。外国語講師や他の
講師の方々の協力により幅広く児童の学習意欲を向上させる
努力がある。
・ICT化が急がれ、世の中が右往左往している一方で、子供た
ちはもれなく学校で指導を受け、活用能力を上げている。安全
に使うための指導も引き続き力を入れてほしい。
・研究発表会ではクラスごとの研究、そして発表に驚いた。子
供たちが自発的に動く姿が印象的であった。
・地域の工場での発見は子供たちの好奇心に火を付けたので
はないかと思う。
・研究発表会が大成功できてよかった。子供たちも生き生きと
楽しく学んでいた。
・子供たちのタブレットの習得の速さに驚いている。間違った
使い方をしないようにする指導が大変かと感じる。
・地域の特長として子供たちにものづくりの町でもある地域社
会を学ぶ研究授業になったと思う。
・「未来ものづくり科」は、素晴らしい研究発表でした。未来に
向かう子供たちの力強さを感じました。子供たちを見ているだ
けで、楽しく、幸せになる。
・１年生の頃からICT活用について学ぶことのできる環境を作
り上げて指導することに感謝したい。視覚から入る情報は理
解しやすい
・蒲田の特徴を活かした授業に地域を大切にしていこうという
思いが感じられ素晴らしいと思う。
・研究発表会は、どのクラスや学年も楽しそうに生き生きとして
・学力の向上の項目が３になっっている。確かな学力の向上に
向けて、具体的な改善策を講じることが必要である。
・算数補習教室は、「自学教室」として以前より自主的な学習
の場となっている。主に宿題をすませたのち、タブレットの練習
の場にもなっている。今後は各自の学習の質を高めることが
期待される。
・読書活動が活発に行われていることがわかる。今後さらに進
展することを期待したい。
・コロナ禍による影響は教員・児童共に大きな負担だった。夏
休み中の学習にもタブレットの持ち帰り等で補う工夫は大変効
果的であった。研究発表も行われ、実りある一年でもあり、苦
労が多かったと感じる。自学教室の取り組みもとてもよい。
・コロナ禍も今年度は学校を止めない授業を続ける姿勢に感
謝している。
・「家読」の成果は、学校の後押しがあってのものだと感じる。
・地域人材を活用するのは学力向上の他にも、学校の大人以
外に接する機会としてよいと感じる。
・学習の定着は、家庭での見守りも必要だと感じる。
・小学生の時から多くの本に接することにより判断力が広がる
と思う。新しい本との出会える時間が多く取れることを望む。
・先生方が熱心に指導している事で学力への意欲が高まって
いると感じる。一人一人に合う授業（わかりやすい）へ取り組
み、努力をしている先生方は本当に素晴らしい。
・すべての事に理解度を上げる事は大変な事だが、努力に感
謝したい。

4

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。
給食指導及び教科等における指導を通し
３：８０％以上の教員で行った。
て、食生活の充実・改善をねらいとした「食
２：６０％以上の教員で行った。
育」を推進する。
１：６０％未満であった。
４：全教員で行った。
体育的行事、部活動、休み時間など様々な ３：８０％以上の教員で行った。
機会を通して運動習慣の確立を推進する。 ２：６０％以上の教員で行った。
１：６０％未満であった。

授業公開日の授業評価を、その後の授業
改善に生かす。

児童・生徒が
安全・安心に
学校生活を
送るために、
教員の指導
力向上と良
質な教育環
境をつくりま
す。

4

１：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が６０％未満

学校関係者記入欄
評価 人数

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。

プ
「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を
ラ スポーツに親 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。
ン しむ心の育
４ 成や、運動習
の体
増力
進の
向
上
と
健
康

3

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。

スクールカウンセラーと児童の様子につい
て火・金には時間をとって担任・管理職・特
別支援コディネーターと情報共有する。

慣の定着に
よる体力の
向上など、生
涯にわたって
健康増進を
図る意識の
向上をめざし
ます。

〇１年生から、児童にタブレットの基
本操作を学ばせ、週１度の持ち帰り
を行い、ICT活用能力の向上を図っ
た。ICT研修も引き続き行い、教員の
さらなるスキルアップを進める。

4

小中一貫による教育の視点に立った生活
３：８０％以上の教員が行った。
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。 ２：６０％以上の教員が行った。

子ども一人ひ
とりの正義感
や自己肯定
感、自己有用
感などを高め
るとともに、
自他の生命
を尊重する心
を育成するな
ど、未来への
希望に満ち
た豊かな心を
はぐくみま
す。

２：保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目
が６０％以上

3

４：対象となる全学級（全教員）で行った。

向
上

３；保護者アンケートによる
「お子さんは楽しく学校で
過ごしている」という項目 ３：
が７５％以上

２：
3

これまでの取組
今後の改善策

4

学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一
３：８０％以上で行った。
人ひとりの学習のつまずきや学習方法につ
２：６０％以上で行った。
いて、指導する。

児童・生徒一
人ひとりの学
ぶ意欲を高
学 め、確かな学
力 力を定着させ
の ます。

成果
評価

Ｄ

研究推進校として「未来ものづくり科」のカ
リキュラム開発を通して地域の材を生活・
総合的な学習の時間に活用する。

プ
ラ
ン
２

目標に対する成果指標
4 :保護者アンケートによ ４：
る「お子さんは楽しく学校
で過ごしている」という項目
が８０%以上

１：保護者アンケートによる ２：
「教育活動の様子を分かり
やすく伝えている」という項
目が６０％未満

4
１：

4

〇毎月１回学校支援地域本部との会
合を設け、日々の学校教育への支援
体制を確立し、地域との連携を図っ
た。
〇学校だより、学年だよりの25日発
行に努めた。

B

Ｃ

〇学習補助員を活用した自学教室を
毎週火曜日の放課後に実施した。学
習に課題がある児童の学力向上に
つながっている。
Ｄ

12

・ホームページが随時更新されて学校の取り組み内容の発信がとても
充実している。
・校長先生のリーダーシップの下、学校・家庭・地域が連携した学校経
営がされている。
・学校運営協議会では、短時間の中で出席者それぞれの率直な意見
が交わされている。今後、具体的な事例が生じた場合、良い結果が得
られることが期待される。
・自学教室では、学習に課題のある児童の発見、またその対応の仕方
について探索試行中である。
・コロナ禍において「学校だよｒ」は委員にとって大きな情報源であった。
制限がある中でも最大限の努力と最善が尽くされていた。アフターコロ
ナの際は、より活発な活動が出来るよう地域の役割を果たしたい。
・参加する協議会や会合では、さらに学校のことを知り、地域でできるこ
とを発掘する機会になりつつあると感謝している。一方で、これからは、
現場の先生方からの需要に応えるには、情報交換が不可欠だと思う。
・いつも学校の情報を頂いて助かっている。
・地域としてあまり活動ができずに残念な１年であった。
・いつまで続くか分からないコロナ禍において、地域としてお手伝いも叶
わず、もっと近くで子供たちと接することができず残念であった。
・学校長、副校長の協力のもと、自治会の掲示板に子供たちの絵を年
３回程掲示している。学校と地域との連携をこれからも進めていきたい
と思う。地域として出来る限りの応援をしたい。
・すべての活動において道塚小学校の先生方のチームワークの良さを
感じる。色々な制限がまだある年度であったが、行事も実施し、子供た
ちは大きな自信になった。
・「道塚だより」を楽しく読んでいる。子供たちの登下校の姿に元気をも
らい、気持ちが明るくなる。

○「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点について、 評価した人数を記載する。

