
○　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

・保護者アンケート「学校は子どもに学力をつけるための指
導を行っている」では、「とてもそう思う」37.1％、「そう思う」
57.1％、併せて94.2％の保護者が肯定的な回答をした。教
員の学力向上のための取組みに、概ね満足していると捉え
ている。しかし、若手教員が年々増え、授業改善の前に、
「授業づくり」について不安定な要素もある。学校をあげて
のOJT、若手育成を課題として、学力向上のための授業力
向上を図る。

・教職員は、授業公開時のアンケート、保護者による「教育
に関するアンケート」の内容を皆で共有し、改善できるところ
はすぐにでも改善しながら、授業力向上に取り組んだ。ま
た、研修会に参加し、自らの力量をあげることに努力をした
という結果が出ている。

・教室にあるスライド式電子黒板とタブレットは、全ての教室
で全教員が活用している。

・校内特別支援委員会は、行事予定に定められている日以
外にも、児童の状況や保護者の要望に応じて、毎月数回開
催した。そこには、特別支援教室巡回指導員、可能な限り
スクールカウンセラーに同席してもらい、皆で該当児童への
適切な支援方法を検討した。

・保護者アンケート「学校は家庭・地域と連携して子供をそ
だてている」では「とてもそう思う」59.4％「そう思う」39･8％、
実に99.2％の保護者が、肯定的な回答を寄せている。教員
のほとんどが、地域・PTOの協力を実感している。学校支援
地域本部「スクールサポートみねまち」、ＰＴOの協力をいた
だきながら、多摩川活動等特色ある教育活動を行ってい
る。地域教育連絡協議会の皆様には学校の状況をお知ら
せし、貴重な御意見や御助言をいただいた。

・教育目標、経営方針、児童の活動状況については随時HP
を更新し発信してきた。もう少し更新回数を増やすなどの努
力をしたい。また、全職員で取り組んでいる「心の教育」につ
いての方針は、各分掌から毎月学校だよりを通して伝えて
いる。

Bこの項目は、親の立場から
見るともっとも回りの状況が見
えないので、何とも言えないと
思います。ただ、挨拶に関して
いうと、学校内で会えばできる
が、校外で会ってできる子は
少ないと思います。

B学校全体として様々な取り組
みをして頂いて感謝していま
す。限られた条件の中で工夫
してくださっている様子が分か
ります。先生の指導方法に一
番差が出る項目かなと感じま
す。

A取り組み、改善点に書いてあ
る通りだと思います。先生方が
頑張ってくださっている様子に
本当に感謝しております。

A学校・家庭・地域がしっかり
協力できていると思いますが、
土、日の地域の行事などに先
生が必ず来てくださっている姿
を見ると、先生の御家庭のこと
が心配になる今日この頃で
す。
Aアンケートの学校組織体制
に対し、少し不安に思っている
保護者がいるが、これは児童
数が他校より多いためと思わ
れるので頑張ってください。

４：児童アンケート「周りの友達
に思いやりの気持ちをもてる」
で肯定的な回答の割合が９０%
以上。

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。

１：保護者アンケート「学校は
子どもに学力をつけるための
指導をしている」で、「とてもそ
う思う」「そう思う」が70％未満

A親の立場から見ても先生方
は一生懸命取り組んでいただ
いていますし、子供たちも学習
に対する意欲は高いと思いま
す。

・児童アンケート「学習していることがわかっている」では、
「とてもそう思う」63.4％、「そう思う」が31.4％で合計94.8％
の児童が「わかっている」と答え、概ね満足できる結果と
なった。これは、学習指導講師を活用した放課後補習、全
教員で取り組んだ土曜補習の成果であると捉えている。し
かし、今年度は目標を「とてもそう思う」70％と非常に高く設
定したため、若干その値を下回った。児童の「わかった」を
実感させるために、更に個々の教員の授業力向上に努め
たい。

・ステップ学習チェックカードを活用し、児童一人一人の学
習状況を面談等で保護者に知らせ、保護者と連携しながら
児童の学力向上をめざす。

・授業改善プランは、「学習効果測定」等の結果を基に、1学
期末から夏休み中に各教科、学年で話し合いをもち、課題
と改善方法を検討し、作成した。2学期の自己申告授業で、
授業改善プランが生かされた授業となっているか検証した
結果、概ねそれが基となった授業改善が行われていた。今
後も授業改善プランを意識した授業が実施しながら、児童
の学力向上に取り組む。

１：児童アンケート「周りの友達
に思いやりの気持ちをもてる」
で肯定的な回答の割合が70%
未満。

・児童アンケート「周りの友達に思いやりの気持ちをもてる」
では、「とてもそう思う」53.6％「そう思う」38.8％計92.4％の
児童が他者に対して優しくできると答えている。これは昨年
度よりわずかではあるが、上昇している。これは、今年度本
校の研究教科である「道徳」を中心、に全教育活動の中で、
教職員が本気で児童の心を育てる教育に取り組んだ成果と
もいえる。常に児童に寄り添い続ける姿勢と、いじめを許さ
ないという強い思いをもちながら、児童が健全な人間関係を
育めるよう、今後も組織として取り組む。

・メンタルヘルスチェックの結果を基に、担任が児童と面談
を行ったり、十分な観察を続けながら、児童のストレスや悩
みに寄り添うことと併せて、情報を共有しながら組織的な対
応が行えたと答えた教員がほとんどであった。しかし、その
結果に満足することなく、児童のちょっとした心や行動の変
化に気づき、速やかなサポートを行っていく。

・現在、不登校児童は激減している。教職員が児童や保護
者に寄り添っている成果だと捉えている。不登校にさせない
ための取組を、組織として継続していく。必要に応じて、ケー
ス会議を開き、行政や地域の力を借りながら不登校の早期
解消に努める。

・あいさつに関しては地域の「オアシス運動」を基に、年間を
通して取り組んでいる。あいさつを通して児童のコミュニ
ケーション能力の向上を図る。

・今年度初めて児童アンケートの「運動したり、体を動かす
のが楽しい」の質問には、「とてもそう思う」75.2％「そう思う」
18.5％、計93.8％が楽しいと答え、満足のいく結果となった。
これは体力向上モデル校として、マラソンタイム、縄跳びタ
イム、おもいっきり昼休み、講師を活用した低学年の授業等
を通して、児童が体を動かすことの楽しさを実感し結果であ
る。今後は、楽しさと併せて、具体的な体力向上の目標を定
め、学校全体で取り組んでいく。

・栄養士・養護教諭を中止に、食育や「早寝早起き朝ごは
ん」の取組を行うことができた。児童集会の「保健集会」でも
健康な生活についても発表するする等、児童の手によると
児童への啓発を行った。

・次年度は児童数が更に増え、校庭使用について更なる検
討が必要な時期にきている。児童が安全に楽しく体を動か
せる環境整備に努めたい。

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。

週一度実施している「おもいっきり昼休み」に
は、全校で身体を動かし、運動の楽しさを知ると
ともに、体力向上を推進する。

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。

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。

あいさつの指導を徹底し、児童のコミュニケー
ション力を向上させ、人とのかかわりを通して豊
かな心のを育てる。

　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。

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、ＩＣＴ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。

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。

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。

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

３：児童アンケート「周りの友達
に思いやりの気持ちをもてる」
で肯定的な回答の割合が80%
以上。

学
力
向
上

学年・専科が連携を取りながら、児童の学力向
上のための工夫をする。

これまでの取組
及び

今後の改善策
目標 目標に対する成果指標

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。

２：児童アンケート「周りの友達
に思いやりの気持ちをもてる」
で肯定的な回答の割合が70%
以上。

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。 ２：保護者アンケート「学校は

家庭・地域と連携して子供たち
を育てている」で「とてもそう思
う」「そう思う」が７０%以上

１：保護者アンケート「学校は
家庭・地域と連携して子供たち
を育てている」で「とてもそう思
う」「そう思う」が７０%未満

取組内容

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。

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。

体
力
向
上

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。

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。

○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。

○「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。

大項目

４：保護者アンケート「学校は
家庭・地域と連携して子供たち
を育てている」で「とてもそう思
う」「そう思う」が９０%以上

３：保護者アンケート「学校は
家庭・地域と連携して子供たち
を育てている」で「とてもそう思
う」「そう思う」が８０%以上

４：児童アンケート「運動した
り、体を動かすのが楽しい」
で、「とてもそう思う」「そう思う」
が80％以上。

２：児童アンケート「運動した
り、体を動かすのが楽しい」
で、「とてもそう思う」「そう思う」
が６０％以上。

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。

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

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。

２：保護者アンケート「学校は
子どもに学力をつけるための
指導をしている」で、「とてもそ
う思う」「そう思う」が７０%以上

３：保護者アンケート「学校は
子どもに学力をつけるための
指導をしている」で、「とてもそ
う思う」「そう思う」が８０%以上

４：保護者アンケート「学校は
子どもに学力をつけるための
指導をしている」で、「とてもそ
う思う」「そう思う」が９０%以上

１：児童アンケート「運動した
り、体を動かすのが楽しい」
で、「とてもそう思う」「そう思う」
が６０％未満。

３：児童アンケート「運動した
り、体を動かすのが楽しい」
で、「とてもそう思う」「そう思う」
が７０％以上。
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４：児童アンケート「学習してい
る内容がわかる」で「とてもそう
思う」が７０％以上。

３：児童アンケート「学習してい
る内容がわかる」で「とてもそう
思う」が６０％以上。

２：児童アンケート「学習してい
る内容がわかる」で「とてもそう
思う」「そう思う」併せてが９０％
以上。

１：児童アンケート「学習してい
る内容がわかる」で「とてもそう
思う」「そう思う」併せてが８０％
以上。


