
平成31年3月11日
○　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

・若い先生が多い中、とても一生懸命取り組んでくださっている
と感謝している。
・特にICT機器の使用に関しては本当にたくさん利用してくだ
さって、いると思っている。
・特別支援員の方々もしっかり子供たちを見てくださっていると
思う。

・児童アンケート「周りの友達に対して
思いやりをもって接している」では、８
６．４％の児童が、肯定的な回答をし
た。本校で取り組んできた「特別の教
科　道徳」を中心とする心の教育を推
進した結果であると捉える。今後は児
童が自分の心の変容や成長を実感で
きるよう指導を工夫していく。

・メンタルヘルスチェックの結果を基
に、全学級で担任が児童と面談を行っ
た。また、常に児童の様子をよく見る
ことを継続し、児童の心に寄り添った
り、全校で情報を共有したりしながら
組織的な対応ができた。今後も、児童
一人一人の様子をよく見守る姿勢を
続けていく。

・担任やその他の教員が児童の様子
をよく見て、いじめに発展する前に課
題に気付くことができた。気になること
を見逃さず、児童に声をかける等の取
組ができた。

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。

「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。

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。

・意欲の向上が大切です。
・親として見ても、先生方は意欲的に一生懸命に取り組んでくだ
さって　いると感じます。

・児童アンケート「学習している内容が
よく分かる」では、目標の９０％にはわ
ずかに届かなかったが、８８．９％の児
童が「分かっている」と答え、目標がほ
ぼ達成された。しかしながら、昨年度
から継続して、算数ステップ学習が８０
点以上の得点を目標とし、繰り返し取
り組ませたり、算数少人数制できめ細
やかな指導を目指したりしたことで、
高い評価が出ていると考えられる。

・ステップ学習チェックシートを活用し、
児童一人一人の学習状況を面談等で
保護者に知らせ、家庭と連携しながら
児童の学力向上を目指すことができ
た。

・学習効果測定の結果を基に、各教
科の担当が授業改善プランを立てた。
それを生かした授業になっているか、
業観察をおこなったところ、概ね改善
されていた。

・学校のきまりを守らせるなどはよくできていると思いますが、
問題行動、不登校に対しての取組が親には伝わってこないの
で、分からない部分が多いのが残念だ。

・運動や体を動かすことを楽しいと思えている子供が多いのは
とても良いと思う。
・養護教諭の先生、栄養士さんもとても一生懸命で取り組みも
すばらしい。
・生徒に対しての校庭の広さが十分でないことのみが残念。

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。

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。

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。

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。

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、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
力
向
上

児童アンケート「学習し
ている内容がわかる」で
「わかる・そう思う」と肯
定的な回答の割合が
90％以上、「とてもそう
思う」が70％以上。

児童アンケート「学習し
ている内容がわかる」で
「わかる・そう思う」と肯
定的な回答の割合が
80％以上、「とてもそう
思う」が60％以上。

児童アンケート「学習し
ている内容がわかる」で
「わかる・そう思う」と肯
定的な回答の割合が
60％未満、「とてもそう
思う」が50％未満。

これまでの取組
今後の改善策

目標に対する成果指標目標

・子供たちに読書をする習慣がつくとよいと思います。
・ホームページの更新があまりなされていない事は残念。
・昔のようにブログまでの必要はないが、もう少し活動の様子に
楽しそうな様子を発信してみてはどうでしょうか。
・地域とPTOと学校の連携についていは、数年前に比べて、先
生方へ
PTOや地域活動への理解や協力をお願いしづらくなっている。

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。

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。

・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
は、「とてもそう思う」６１．０％、「そう
思う」３７．２％、合わせて９８．２％の
保護者が、肯定的な回答をした。ま
た、教員も各家庭や地域、PTOの協
力を実感している。学校行事や学校に
おける教育活動には、いつも学校支
援地域本部「スクールサポートみねま
ち」、PTOの協力をいただいている。地
域教育連絡協議会では学校の状況に
ついてお知らせし、委員の皆様から
も、今年度も貴重な御意見や御助言
をいただいた。

・保護者アンケート「学校は子供に学
力をつけるための指導をしている」で、
「とてもそう思う」３３．６％、「そう思う」
５７．６％、合わせて９１．２％の保護
者から肯定的な回答を得た。教員の
学力向上のための取組に、概ね満足
していると考える。若手教員が増えて
いるので、引き続きOJTを活用したり、
校内研究を充実させたりして、学力向
上のための授業力向上を図っていく。

・すべての学級担任が、教室設備の
電子黒板とタブレットを使用し、授業に
生かしている。学習内容で、視覚的に
とらえさせたい部分において、効果的
に使用できている。

・校内特別支援員会は、予定されてい
る日以外にも、必要に応じて行った。
特別支援教室巡回指導員や、スクー
ルカウンセラーも参加し、児童の状況
についての情報を共有しながら適切
な支援方法を随時検討した。また、毎
週金曜日には生活指導夕会を設け、
支援の必要な児童について情報を共
有した。

取組内容

・児童アンケート「運動したり、体を動
かすのが楽しい」では、９５．２％の児
童が肯定的な回答をした。特に「とて
もそう思う」は、７５．９％と目標を超え
る割合だった。体力向上モデル校とし
て、昨年度より引き続き、マラソンタイ
ムや縄跳びタイム、おもいっきり昼休
み、体育補助員を活用した低学年の
体育授業等の取組の結果、児童が体
を動かす楽しさを実感することにつな
がったと考えられる。今後も、体を動
かすことに親しみ、体力テスト等で具
体的な結果が出るよう体力向上につ
なげていきたい。

・栄養士、養護教諭、地域の方を招い
ての食育の授業を行うことができた。
また、「早寝早起き朝ごはん」にも取り
組み、児童や保護者に、望ましい生活
習慣についての意識啓発を行った。

・中休みや昼休みのケガが増えたの
で、遊びのきまりをさらに徹底し、教員
の見守りを強化していき、安全に体を
動かせる環境を見直していく。
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大項目

児童アンケート「学習し
ている内容がわかる」で
「わかる・そう思う」と肯
定的な回答の割合が
60％以上、「とてもそう
思う」が50％以上。

体
力
向
上

教
育
環
境
向
上

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

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、「とてもできている」
の割合が60％以上。

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、「とてもできている」
の割合が50％以上。

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、「とてもできている」
の割合が40％以上。

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、「とてもできている」
の割合が40％未満。

児童アンケート「運動し
たり、体を動かすのが
楽しい」で、肯定的な回
答の割合が90％以上
「「とてもそう思う」75％
以上。

児童アンケート「運動し
たり、体を動かすのが
楽しい」で、肯定的な回
答の割合が70％以上
「「とてもそう思う」50％
以上。

児童アンケート「運動し
たり、体を動かすのが
楽しい」で、肯定的な回
答の割合が80％以上
「「とてもそう思う」60％
以上。

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

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

児童アンケート「運動し
たり、体を動かすのが
楽しい」で、肯定的な回
答の割合が70％未満
「とてもそう思う」50％未
満。

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

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

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

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

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

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


