
（様式⑦　小学校・中学校）
　

「話し方」「聞き方」「ノート」名人の更な
る活用。

○「聞き方」に関しては、クラスの実態に応じて、
・なぜ「聞く」ことが大切なのか
・どのように聞くのがよいのか（聞き方の中身）
・聞きやすくなるための工夫をどのようにするの
か（机配置：コの字型など）
などを、クラス児童としっかりと話し合い、合意形
成する中で、聞く力の育成に努める。
●学習過程がわかる板書づくりを通して、児童
自身がわかりやすいノートづくりをめざす。

学習のふり返りアンケートで
各項目において80％以上の
肯定的評価。

学習のふり
返りアンケー
ト

毎学期

◎ ◎

学習のふり返りアンケートの結
果から、昨年度と同様に、「話す
こと」「聞くこと」「ノート」など全て
の項目に対して高水準で肯定
的な回答であった。特に、「聞く
こと」は約92%と高い定着率を示
していることから、学習への取り
組む姿勢がより定着してきてい
る。

4.8

特に、聞く力を身につけること
で、学習過程や人間形成に役
立つと思う。学校での取り組み
に満足している。

算数科における少人数指導の充実 ○５・６年生算数科において、担任と少人数担当
教員による少人数指導を行い、個に応じたきめ
こまやかな指導をめざす。

少人数指導アンケートで80％
以上の肯定的評価。

少人数指導
アンケート

年度末

◎ ◎

保護者・児童ともに約80%の肯
定的な回答を得られた。引き続
き、きめ細やかな指導体制を整
えていきたい。 4.8

・少人数教育は、個々の知識
向上に反映されると思う。指導
体制に満足している。
・さらなる基礎力の徹底をお願
いしたい。

自主学習ノートの活用推進 ●全学年で活用している自主学習ノートを推進
することで家庭学習の充実を図る。

教育アンケートで80％以上の
肯定的評価。

教育アン
ケート

年度末

◎ ◎

今年度も自主学習ノートを活用
することができた。学習のふり
返りアンケートからも約91%と積
極的に取り組むことができてい
る。その効果として、学習が苦
手としている子の学力向上も一
部見られた。

4.6

・自主学習ノートは個人の積極
性が感じ取れるので、大変よい
学習だと思う。
・自主学習ノートが上手に活用
できていない子どもがいる。取
り組み方や指導内容につい
て、もう一度検討してもらいた
い。

授業前後のあいさつと教室環境整備
の徹底

★授業開始前と後に号令をかけ、しっかりとあい
さつをし、授業に対する集中力を高める。
★授業前に教室内の机を列ごとに揃え、ごみを
拾う。常に環境整備に全員で努める。

教育アンケートで８０％以上
の肯定的評価。

教育アン
ケート

年度末

◎ ◎

約93%の児童から、あいさつが
できているという回答が得られ
た。引き続き、静謐な環境での
学習ができており、次年度以降
も引き続き推進していきたい。

4.2

・あいさつは大切な要素だと思
う。継続して推進してもらいた
い。
・あいさつと授業への集中力
は、必ずしもイコールであると
は思えない。

すべての子どもが「わかる」「できる」授
業づくりの実践（全教科を通して）。

●主体的・対話的で深い学びにより、児童が意
欲的に学習に取り組めるようをめざす。
・各授業の「目的」「内容」「方法」、各領域内にお
ける系統性を明確にした授業づくり。
・ペア・グループ学習の積極的な活用。
・堺版授業スタンダードの積極的な活用。

各学年において研究授業を
実施。

事後討議会 毎月

◎ ◎

今年度もコロナ禍でペア・グ
ループ学習が実施しにくい状況
であったが、子どもたちが深い
学びができるよう、学校全体で
共通理解のもと、授業に取り組
むことができた。

4

コロナ禍であるが、子どもが
しっかりと声を出せる学習や取
り組みも考えてもらいたい。

中学校区におけるめざす子ども像
「人から信頼され、何事も徹底してやりぬくたくましい子」の実現へ向けて
・小中をつなぐ学力を身につける。
・自信をもって、主体的に行動する。

堺市立福泉上小学校

確かな学びと豊かな心・健やかな体をはぐくむ　学校力向上プラン【学校評価書】

校長　阪本　拓也

学校関係者評価

達成状況(年度末)

令和３年度　重点目標 「確かな学力、豊かな心、健やかな身体の調和のとれた児童の育成」
①「文武両道」を目指して　―「勉強と運動」にしっかり取り組ませる。
②「思いやり・やさしさ」を目指して　―「あったかい気持ち」を持った子どもを育てる。
③「ABC作戦」の実践　― A：あいさつ、B：ベル着（チャイム着席）、C：クリーン（掃除）を実践させる。

本校の学校目標の一つ
「ABC作戦」について学
級などでの啓発などに力
をいれ、子どもたちの中
で「正しい挨拶の仕方」
が定着してきている（アン
ケートは年度末実施）。

確
か
な
学
び

自己評価

今年度は、２つのブロッ
ク単位で研究授業を実
施している。また、2年次
研などを活用し、若手教
員を中心とした授業力向
上に努めている。

進捗確認
具体目標

授
業
改
善

中
項
目

習熟度・単純分割など、
学習単元や習熟の実態
に応じた少人数指導を実
施できている（アンケート
は年度末実施）。

本校独自のノートを用い
て、週に１度全学年で自
主学習ノートに取り組ん
でいる（アンケートは各
学期末実施）。	

評価時期

これまでと同様、「話すこ
と」「聞くこと」「ノート」に
おいて、学習への取り組
む姿勢がしっかり出来て
きていると感じている（ア
ンケートは各学期末実
施）。

基
礎
基
本
の
定
着

「確かな学び」の現状
　昨年度に引き続き、静謐な雰囲気の中、子どもたちが真剣に学習に取り組む学習環境づくりを進めたい。堺市「子
どもがのびる」学びの診断結果からも、多くの項目で、子どもたちの頑張りを見ることができている。
　算数科では、計算領域において、朝の学習での取り組みが少しずつ成果を見せ始めている。一方で、高学年にな
るにつれ、文章問題を苦手としている子どもが増えている。国語科では、読む領域においてどの学年でも、堺市平均
を上回っており、校内研修で系統的な読みの指導などに取り組んできた成果が見られる。しかしながら、すべての学
年で、漢字・言葉の領域に課題が見られ、反復練習を更に取り組んでいく必要がある。これまで以上に学びに向かう
姿勢をいかに育成できるかが、本年度の課題ととらえている。

「豊かな心・健やかな体」の現状
　学習の時間や休み時間の様子をみると，年々本校の重点目標の一つである「思いやり・やさしさ」を感じる言動が増えて
きていることが感じられる。その一方で、教育アンケートの結果からは「学校へ行くのが楽しい」「クラスのみんなと仲良く過
ごしている」の項目で肯定的ではない回答が１割程度あることが課題と捉えている。　休み時間や体育時の児童の様子か
ら、体を動かすことが好きな児童は、年々、増えてきている。それは、全校児童で行うかけ足月間やなわとび月間など体
育的行事に取り組んできた結果、日常でも多様な動きが増えてきたのではないかと考えている。また、例年の体力テスト
の結果では、握力・上体起こし・長座体前屈・20ｍシャトルラン・50m走などが全国平均を上回っている一方で、立ち幅跳
び・ソフトボール投げなどは課題であるため、克服に向けて取り組みたい。

評価方法
判断基準

（評価のものさし）
具体的な取組

（●重点とする取組　★中学校区での取組）

大
項
目



書く活動を通した思考力・判断力・表現
力の育成。

●教科横断的な各教科の見方・考え方を働かせ
た授業づくりにより、「書く力」の育成をめざす。
○学習のふり返り（感想文）の活用。
・ふり返りの評価方法
・ふり返りの授業における活用の手立て

各学年において研究授業を
実施。

事後討議会 毎月

◎ ◎

今年度は、２つのブロック単位
で授業研究を実施し、研修を深
めることができた（合計４回の実
施）。来年度は、これまでの授
業研究を発展させたものに、新
たに取り組んでいきたい。 4.4

・ノートに書くことは知識の定着
につながるので、継続してもら
いたい。
・学習の中で、書く作業をたくさ
ん設けてもらいたい。

○人権教育の研究授業を実施する。研究授業を
核とし、校内人権教育の充実を図る。

人権教育の研究授業を実
施。

事後討議会 研究授業時

◎ ◎

人権教育に関する研究授業を
実施した。校内人権教育の充実
を図るため、次年度も継続して
授業研究を進めたい。

4.4

・重要な学習であるので、継続
指導をしてもらいたい。
・人権教育について理解できて
いない子どももいるのではない
か。

●なかよし活動を通じて、互いに協力し合える仲
間づくりを進める。

なかよし活動を通して、友達
のよさを認めることができる。

実践報告 年度末

○ ○

なかよし活動を通して、他年齢
の児童との関わりやリーダーと
して下級生を思いやる心の育成
につながった。また、各クラスで
お店づくりに取り組んだ「上っ子
まつり」では、協力する姿が見ら
れた。今後も継続していきたい。

4.6

・各種行事が制限された中で、
上っ子まつりが開催できたこと
はよかった。他学年とのコミュ
ニケーションの場として、学ぶこ
との多い行事だと思う。

★子ども理解に基づく指導及び、予防と育成に
重点をおいた生徒指導の充実を進め、いじめを
防止する。

教育アンケートの項目におい
て昨年度を上回る。

教育アン
ケート

年度末

◎ ◎

各学級で継続的にいじめについ
ての指導を行い、教育アンケー
トでは90％の児童から「学校に
行くのが楽しい」との回答が得ら
れた。児童にとって、よりよい教
育環境とするために、100％の
肯定的回答を目指したい。

4.4

・いじめについての指導を今後
も継続してもらいたい。
・肯定的回答が100％に近づく
よう努力してもらいたい。

○持久走記録会を目標とし、全校かけ足月間で
の校内での取り組みの更なる充実を図る。

持久走記録会でのタイムを
前年度と比較する。

持久走記録
会

持久走記録
会後 ○

●なわとび検定を目標とし、なわとび月間での校
内での取り組みの更なる充実を図る。

各学年で目標とされているな
わとび検定の級の合格者を
前年度より増やす。

なわとび検
定

なわとび検
定後

○

ＩＣＴなどを活用して泳法を確かめ、理
解する。

○１～６年生まで系統立てた指導を行い、取り組
みの充実を図る。

学習開始時と学習終了時の
泳法の理解度を比較する。

水泳につい
ての学習

水泳につい
ての学習後

次年度は、今年度に実施できな
かった内容もふまえ、指導に取
り組んでいきたい。

○あらゆる教育活動の場で、自尊感情を醸成
し、わかりやすい授業と自己実現を支援する授
業・学級経営に取り組む。

教育アンケートの項目におい
て昨年度を上回ったり、ABC
作戦の達成状況を確認した
りする。

教育アン
ケート
実践報告

年度末

◎ ◎

〇教育アンケートの「授業が分
かりやすい」「学校が楽しい」に
おいて、肯定的な回答が多く得
られた。
〇ＡＢＣ作戦を継続して啓発す
ることにより、落ち着いた学習環
境が確立されたと思われる。現
状維持ではなく、さらなる向上を
目標に取り組んでいきたい。

4.6

前向きに、目標を高くもって、今
後も取り組んでもらいたい。

●学校ホームページ、校報などを活用し、教育
活動の現状と成果の発信や、地域行事への積
極的な参加に努める。

学校ホームページを毎日更
新したり、地域行事への参加
状況を確認したりする。

実践報告 毎月

○ ○

教育活動についての発信を、さ
らに充実したものとなるよう努め
たい。 4.2

・さらなるホームページの充実
をお願いしたい。
・今後、他校との交流など、教
育活動の活性化を図ってもら
いたい。

4.4

・記録会や検定等が、子ども達
のやる気とモチベーションアッ
プにつながり、とてもよかった。
・記録等の校内掲示も、子ども
達のやる気につながる取り組
みだったと思う。

学校だより、学年通信、
ホームページで教育活
動の発信を定期的に実
施できている。

１１月に人権教育に関す
る研究授業を実施予定

新型コロナウイルス感染
症対策を行いながら、な
かよし活動を実施する。
他学年と交流する「上っ
子まつり」を通してリー
ダーの育成や仲間づくり
の場を設定する。

放送朝礼や学級指導を
通して、定期的に啓発を
行った。教育アンケート
は、２学期末に実施予
定。

授業時間を活用し、計画
的に取り組むことができ
た。

目標やルールを明確に
提示したことで、全学年
で意欲的に参加すること
ができた。

未実施

公開研究授業や教科研
修により、授業力向上の
傾向がみられる。
ＡＢＣ作戦が全ての学級
で達成できている。

○

学校関係者評価者から
・とても充実した学校生活を送っている子どもが多いように思う。子どもなりに、集団生活では欠
かせない時間をがんばって過ごしているように思う。
・先生方の努力を保護者の方々が評価されている声をよく聞きます。
・「確かな学び」「豊かな心，健やかな体」の現状等から、目標に向けて順調に進んでいることを
高く評価します。

地
域
協
働

体
力
向
上

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り

静謐な教育環境で「総合的な学力」を
育み、地域とともに歩むチーム学校づ
くりを進める。

確
か
な
学
び

校長より
　教育活動については、感染予防対策として、人との距離をとるためにグループ学習の実施等に制限があり、コミュニケーション能力の育成な
ど、通常の教育内容を行うことが難しい状況の続く一年となった。学校行事の多くが、中止もしくは縮小しての実施となった。児童にとって、通
常時とは異なる学校生活となったが、一年間に学ぶべき学習内容やさまざまな経験が欠如することのないよう、学校全体で綿密な計画のもと
取り組みを進めた。
　児童は落ち着いた態度と気持ちで学校生活を過ごしている様子が見られるが、まだまだ課題があるのも現実である。学習活動と生徒指導
は、「車の両輪」と言われる。次年度、学習指導、生徒指導のより一層の充実に向けて、教育活動を進めていきたい。結果として、やさしさと思
いやりにあふれた、学習も運動もがんばれる「文武両道」の上小児童の育成に努めていきたい。

人
権
教
育
の
充
実

人権についての認識と理解を深め、豊
かな人権感覚をもって行動する子ども
を育成する。

持久走記録会、なわとび検定の
結果から、児童の体力の低下
が見られる。次年度に向けて、
児童の体力向上を図るための
手立てを検討し、取り組んでい
きたい。

豊
か
な
心
・
健
や
か
な
体 持久力・瞬発力などの向上

授
業
改
善

上記の研究授業や学年
研修の中で、子どもたち
の「書く力」「表現力」の
育成方法について、特に
夏季休業中に研修を行
い、共通理解を深めた。


