
（様式⑦-1　小学校・中学校）
　

あらゆる場で基礎・基本の力をつける取り組み
をする。

大阪府新学力テスト（５年）→大阪府参考値以
上
単元テスト（知識理解）９０点以上

大阪府新学力テ
スト
単元テスト

年度末
学期末

B Ｂ

日々の学習において，課題点を見つけ，
達成しなかった単元については，朝学や
宿題などで繰り返し学習し，基礎学力の定
着に取り組んでいる。

A'

読書活動を推進する。

・読書手帳状況
・「学びの診断」の質問紙で「家や図書館で，
ふだん読書をまったくしない」で堺市平均スコ
アを下回る。
・「読書が好き」の項目→肯定80%以上
・教職員アンケート

・読書手帳
・児童質問紙
・学校アンケート

学期末
年度末
年度末

B A

・読書手帳を1冊終えた児童は212人で，20％
程だった。読了者へのしおりのプレゼントによ
り，低学年が意欲的に取り組んだ。高学年の読
書推進が必要だと感じた。・学びの診断では，
「読書を全くしない」と答えた児童が25.3％で大
阪府の平均を下回ったが，全国平均は上回っ
た。一方，2時間以上読書すると答えた児童は
10.3％で，平均を大きく上回り，読書好きの児
童が多いことも分かった。・学校アンケートの
「読書が好き」の項目で肯定意見がどの学年で
も80％を上回り，平均89.3％だった。
・教職員アンケートでは，「読書の質を高めたり
多読をすすめたりしている」項目で肯定的意見
が80.5％となり，教職員全体で読書推進ができ
たのではないかと考えられる。

A

●家庭学習と生活習慣の確立のための取り
組みをする。

・自主学習ノート活用状況
・質問紙「家で自分で計画を立てて勉強をして
いますか。」の項目で堺市平均を上回る。
・教職員アンケート
・「学びの診断質問紙」で「ふだん（月～金曜
日），何時頃にねますか」で堺市平均を上回
る。

・学校アンケート
・児童質問紙

学期末
年度末
年度末

A A

・児童アンケートで「自主学習ノートを
毎回提出できた」の肯定率は83％であ
り，子どもたちに定着してきたといえ
る。
・すくすくウオッチ児童アンケートにおい
て，堺市大阪府より全体的に寝る時間
がはやくなっており，睡眠調査や睡眠
アンケートに取り組んだ成果が出たと
いえる。

A

すくすくウォッチ（5年）は，平均正答率
が大阪府より２ポイント低かった。各学
年の１学期の単元テスト（知識理解）
は，国語では半分の学年が,算数では
２つの学年が９０点以上であった。達
成しなかった学年においても国語は２
つの学年が，算数は３つの学年が８５
点以上であった。日々の学習において
繰り返し学習する機会を設け，定着を
図っている。

朝読書の時間の確保や，読書
手帳読了者名簿の掲示，読了
者へのしおりのプレゼントによ
り，読書の啓発を行っている。
読み聞かせは３密を避けるため
行えていないが、図書委員会の
月ごとのおすすめの本を廊下や
階段，図書室に掲示している。

・各学年で合わせて自主学習に
取り組んでいる。がんばってい
る児童のノートを掲示したり，紹
介したりしている。
・タブレットで睡眠調査を行っ
た。

A A A

中学校区におけるめざす子ども像　：　　積極的、主体的に学び続ける子・自ら学び、共に考える子
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堺市立東百舌鳥小学校

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【学校評価計画書】

・児童のノートを印刷し，各教室
で掲示することで児童のノート
の書き方の指導や学習意欲を
高めるように取り組んでいる。
・ICT機器用いた実践方法を各
学年で模索しながら，実践報告
書等にまとめて校内で共有でき
るように取り組んでいる。
・公開授業を随時行っており，授
業を見合い，反省会及び報告書
の提出を実施することで教員に
フィードバックできるよう取り組
んでいる。

令和３年度　重点目標　：　「ゆめを持ち、自分の良さを伸ばし、自分も人も大切にできる、心豊かな子どもの育成」
●子どもが互いに学び合う学習（「居場所」と「出番」のある授業）を通して、「言葉の力」・「書く力」の育成をめざす。
●自尊感情を高め、予防的な取組の充実をすすめ、「いじめ」「暴力」をしない、させない、見逃さない指導を徹底させる。
●行事・清掃・給食などの集団での活動を通して、全員で協力する重要さを意識づけ、一人ひとりを認め合う集団づくりをすすめる。
●運動に親しむ環境整備をすすめ、体育指導の工夫と改善をかさね、全職員で取り組む「食育」、安全教育の充実により、「運動に親しみ、元気な子ども」の育成をめざす。

判断基準
（評価のものさし） 学校関係者評価

達成状況(年度末)
評価時期
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礎
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本
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定
着
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夫
・
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善

評価方法
自己評価

・ノートについて，算数では自分の
考えを書いている割合は，93.1％と
平均を上回っており，日々の授業
の取り組みの成果が出ているとい
える。
・話し合い活動については，78.2％
と平均を上回っており，交流等の取
り組みの成果がでているといえる。
・学習の中でICT機器は役に立つと
感じている児童の肯定意見は
90.2％であり，日々の授業における
ICT機器の利用に効果があったと
いえる。

校長　加藤　健

確かな学びの現状
各学年での計画的、組織的な取組の結果、教科学力については堺市・全国の平均を上回っている。基礎的・基本的内容の習得や自主学習において成果が
あったが、読書への取り組みなどが課題である。また、思考力・判断力・表現力の育成においても、算数の活用においての成果はあったが、国語の活用や
ノートに自分の考えを書くことなどへの取り組みも課題である。学びあう授業づくりにおいては、一日も早く交流が活発に行えることを期待したい。豊かな心
の育成については、感染症対策を取りながらではあるが差別や偏見についての学習に取り組むことができた。
・「算数の勉強が好きだ」「算数の授業で問題の解き方や考え方がわかるようにノートに書いている」「算数の授業で問題の解き方がわからないときは，あき
らめずにいろいろな方法を考える」「国語の授業で意見などを発表するとき，相手に伝わるように考えて話をしている」「 国語の授業で自分の考えを書くと
き，考えの理由が分かるように気をつけて書いている」 の項目で課題が見られた。
・「家での７つの約束」のうち「早寝早起き」「家族との会話」」については、年々改善され、よい傾向を示している。特に、「早寝早起き」は全学年で堺市平均を
上回り、２年前から学校全体で「みんいく」に取り組んだ成果が表れたといえる。一方、「家での7つの約束」のうち「テレビ・ゲーム」「持ち物の確認」では改善
する傾向がみられない。家庭と連携しながら、引き続き生活面の指導をしていく必要がある。

豊かな心・健やかな体の現状
・新体力テストの結果から、長座体前屈、50ｍ走、ソフトボール投げで改善がみられるが、依然として堺市平均を下回っている項目が多い。体力向上への日常
的な取り組みや、全学年を見通した計画的な体育指導をしていく必要がある。
・アレルギーをもつ児童だけでなく、「食」への関心・マナーの向上なども含め、一層食育に取り組み、残食数の減少だけでなく、給食指導全体についての改善
に対してを全職員で取り組みたい。

・学びの診断の質問紙の「ふだんの授業で
は、ノートに自分の考えをよく書いていると思
いますか。」の項目→堺市平均を上回る。
・学びの診断の質問紙の「ふだんの授業で
は、自分の考えをしっかりもって友だちと話し
合っていますか。」「学級の友だちとの間で話
し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、
広げたりすることができていますか。
」の項目→堺市平均を上回る。
・学びの診断の質問紙の「タブレットやパソコ
ン、大型テレビを使った授業は分かりやすいと
思いますか。」の項目→堺市平均を上回る。

具体的な取組
（●重点とする取組　★中学校区での取組）

言語活動を重視し、基礎基本
の定着を図る。

基礎的・基本的な知識や技能
を活用して、問題を解決できる
力を育てる。

・自力解決に率先して取り組むための支援
(ノート指導，教室掲示物，前時の復習，つま
ずきへの支援 など)
●全職員が公開授業を行い，授業を見合って
交流することで授業力を向上させる。
●授業でICT機器を用いることで，児童の思考
の助けとなるような活用法を研修する。

・児童質問紙
・学校アンケート
・授業観察
・児童のワーク
・ノート
・教職員アン
ケート

学期末
年度末

読み書きが重要。現状を進めてくだ
さい。

特に問題はないと思いますが，全
国平均を上回ったが大阪府の平均
を下回った現状の追求と今後の改
善内容も必要だと思う。

弱点の繰り返しは必ず成果につな
がります。また，繰り返しは学習習
慣につながります。十分に意味ある
取り組みで成果がでるもの近いと思
います。

算数は答えだけでなく，流れが重要
と思います。

コロナを転記にICTが特別なものか
ら身近なものに変わってきたように
感じます。子供たちの対応力にも感
心します。デジタル世代ですね。



人権教育の指導内容、指導方法を研究し、授
業を実践し、仲間づくりとコミュニケーションの
向上を図る。

・授業の中で、様々な交流活動を工夫してい
る。

授業の観察
実践報告書

随時
年度末

B A

友だちのことを知る活動など各学年で工
夫しておこなった。ペアでの話し合いはあ
まりできる状況になかったが、全体での交
流で意見をつなぐなど、感染症対策をしな
がら、子どもたちの交流を行った。

A

総合的な学習の時間・生活科と人権教育との
かかわりを年間計画に位置付け、各学年の学
習の流れに見通しを持たせる。

・年間指導計画を作成し、計画的に実施して
いく。

年間指導計画 年度末 A B

教科の学習を進めるために、あまり時
間が取れなかった学年もあった。しか
し、本年度は病気による差別や偏見に
ついて学習に取り組んだ。

B

人権教育実践報告書の作成と心を育てるため
の実践計画を通して、困っている子どもを見つ
め、学期ごとに変化や成長を記録する。

・配慮を必要とする児童の実態を把握し、児童
理解を深める。

心を育てるため
の実践計画書

毎学期 A A
学年の実態や様子、個人の様子等を
話し合うことで、児童の共通理解を図
ることができた。

A

道徳の授業をはじめ、人権の授業や様々な授
業、普段の生活の中で、ちがいを認め合い、
たがいに思いやる優しさを育てるために普段
から教師が助言し、教材研究に取り組む。

・学びの診断アンケートの「人の気持ちが分か
る人になりたいと思いますか」という項目で、３
～６年の結果の「当てはまる」という率を８０％
にする。

児童質問紙 年度末 A B

すくすくウォッチ児童質問紙での「常に相
手の気持ちを考えようとしている」の項目
で，５・６年とも堺市平均を下回った。様々
な場面でちがいを認め合い，たがいに思
いやる優しさを育めるようにする必要があ
る。

B

●（特別支援教育に関して）
すべての児童の特性や発達に応じた指導の
工夫とユニバーサルデザインの推進。

・児童の状況を分析し、反映させ、実態に即し
た授業を実施する。
・教材、教具の開発や展開を工夫する。

授業の観察
教室環境

年度末 A A

年間を通じて２０名以上の教育相談を実
施出来た。支援学級や教育センターなど
への接続が出来た。また，毎月校内で特
別支援研修を実施出来た。テーマも「発達
障害」「WISCIV」「愛着障害」など幅広く設
定出来た。

A

（支援学級に関して）
・支援を必要とする児童に対して、個別の指導
方法を工夫する。
・支援学級児童の理解を進める

・支援を必要とする児童が、心を落ち着けて学
校生活を送ることができる。

児童観察
教室環境
児童の感想

年度末 A A

学年会で，特別支援に関する研修「自
立活動」「支援児童の進路」「教材の紹
介」などを実施出来た。また，学年に応
じた支援学級の啓発授業を１年，３年，
４年，５年で実施することが出来た。

A

（保健に関して）
・毎月の安全指導、安全点検
・保健について啓発活動
●（保健安全委員会の児童とともに）

・保健安全委員会を通して、児童に健康や安
全面について考え、怪我・事故の防止に努め
る。
・危険を予想し、怪我や病気・事故をしないよ
う注意して行動できる。
・ほけんだよりや保健室前掲示を活用し、児
童・職員の安全に対する意識を高める。

・児童観察
・アンケート
・保健室利用状
況

随時
学期末
年度末

A B

・毎月，安全点検に取り組んだ。危
険な箇所では，職員が声をかける
など対応した。
・職員が感染症対策への意識を持
ち，毎日の児童の健康観察に取り
組んだ。
・ケガの手当てや心の相談には，
丁寧な対応があり，保健室で児童
が安心して過ごすことができた。

A

改修工事等で大変でしたね

現状の活動で十分であると思いま
す。

体育指導・体力向上に関して
・なわとび朝礼における新堺っこ体操の実施
・なわとび朝礼期間中の校内ランキングの実
施
●(体育授業および体育的行事における職員
の実技研修)

・新体力テストの記録を比較
　（各学年１クラスを毎学期）
・なわとび朝礼における朝礼ランキングおよび
ひがもランキングの参加状況

・新体力テスト
・運動能力テス
ト
・児童観察

随時
学期末
年度末

A A

１０月末に各学年で行った体育参観は，去
年よりもできることが増え，子どもたちも達
成感のある体育参観になったと思われ
る。今年度の反省点を生かして来年度も
より良い体育参観にしていきたい。感染予
防の関係で，１月に予定していたなわとび
＆サーキット朝礼が行えなかった。来年度
は，体力向上に向けて，感染予防対策を
講じた上で計画を練り直していきたい。

A 重要な行事の一つ

（栄養・給食指導に関して）
・望ましい食生活の確立
・生活習慣アンケート実施
●（給食委員会児童とともに）

・食事マナーを守って、新しい生活習慣のもと
楽しい給食時間を過ごしている。
・一人ひとりが配膳された分を食べられるよう
に心がける。
・栄養の大切さや食事の大切さを理解し、健康
で望ましい食生活のあり方を考える。

・児童観察
・残食率
・アンケート

・学期末
・年度末

A B

・１年生に実施した箸の授業後の見守りを兼ね
て、教室巡回し喫食の様子を観察、声掛けを
し、マナー向上目指した。
・12月より試行的に給食カレンダーをデーター
化し、大型テレビで見れるようにした。カラーで
見れることもあり、今まで以上に給食に興味関
心を持つようになった。
・感染予防対策をしつつ、楽しい給食時間の取
り組みを心がける。
・食育目標をテレビ朝礼で啓発活動をした結果
周知できるようになった。

A'

子どもにとって食育は大事です。

食の知識とともに，健康な食生活の
実践のために，食を選ぶ力（選択
力）も身につけてほしいと思いま
す。

障がい者等への思いやりの教育を

「相手の気持ちを考えようとできな
いときってどんな時ですか，また気
持ちの中に考えることができないよ
うな悩みがあるのですか」と問うて
みたいです。

A B A'

３密を避けるため交流や対面で
の話合いは行えていないが、各
学年で工夫して学び合いが行え
るようにしている。

学年ごとに主に取り組む課題を
軸として決め，計画を立ててい
る。計画通り進んでいる学年も
あれば，そうでない学年もある
ため，学期ごとに計画を再確認
し，計画通り進めている。

要配慮児童やクラスの変容を学
年で毎週話をして，毎月の人権
委員会で話し合っている。

各学年人権の授業だけではな
く，日ごろの指導の中で取り組
んでいる。また、感染拡大に伴
う誹謗中傷や偏見によるいじめ
などについても学校全体で取り
組んでいる。

・共に生きる意欲、共に学ぶ
喜びを育てる。
・ちがいを認め合い、互いに思
いやる優しさを育てる。
・差別を見抜き、差別をしな
い、させない子を育てる。

（日常の生活に関して）
・あいさつができる。（あいさつレベルの設定、
活用）
・チャイムで素早く行動ができる。
・帽子を登下校時必ず着用している。
・名札を毎日必ず着用している。
・積極的に掃除をしている。
・いじめやいじめにつながりそうな事象を先生
や保護者、友達に相談して解決している。

児童観察
生活の記録
アンケート

学年会等での研修，教材の開
発を実施できた。また，学年に
応じた支援学級の啓発授業を
順次行っている。

毎月教職員が安全点検を実施
している。適時，各クラスの実態
に応じた安全指導を行ってい
る。
AED講習を実施するなど，教職
員の安全に対する意識を高め
ている。

１０月末に体育参観を各学年で行
い，去年にはなかった表現活動(ダ
ンス)を取り入れて頂いた。去年より
もできることが増え，内容の濃い体
育参観になった。なわとび朝礼は，
新体力テストの結果を踏まえた上
で体力向上に向けて，3学期に行う
予定で計画を立てている。

・実施した生活習慣アンケートを集計
し、結果を伝えるとともに、生活習慣改
善の参考となるような資料・手紙等の
配布
・毎月の食育目標の徹底を図るため、
月初めのテレビ朝礼で委員会児童に
よる啓発活動を行っている。
・食に親しむ為、委員会児童が作成し
たクイズを給食場周辺に掲示した。

（日常の生活に関して）
・あいさつの励行
・帽子や名札の着用
・チャイムを守る
・清掃指導の推進
・いじめ事象の早期発見・解決

健
や
か
な
体

・挨拶に関しては，生徒指導委員会
が中心となり引き続き啓発してい
る。
・チャイム着席・帽子・名札の着用
はおおむねできている。
・掃除の見回り等を通して，決めら
れた時間から終わりまで掃除に取
り組めている。
・児童に対する問題については，い
じめアンケートや各学年・管理職・
生徒指導で共有し，保護者と連絡
を取りながら解決するよう取り組ん
でいる。

児童会主催のひがもんGO活動などを通して，
学校生活目標を考え，あいさつ啓発をはじめ，
様々な活動に取り組むことができた。チャイム
着席は全クラスで取り組むことができている。
帽子・名札の着用は基本的にはほとんどの児
童ができている。しかし，登下校時に帽子をか
ぶらず手に持っている児童も見られるため，引
き続き，声かけをしていく必要がある。清掃活
動に関しては移動時間や開始時間のスタン
ダードも確立し，清掃活動中は真剣に取り組ん
でいる児童も多い。友達アンケートについて
は，記入があった際には生徒指導主事の先生
はじめ，職員間での共有ができた。

ふざけながらの下校生徒もたまに

規範意識は十分に育成されている
と思います。帽子については自我の
発達とともに恥ずかしく感じたり他
者と異なった行動をとりたがるので
しょう。すでに実践されているかもし
れませんが，声掛けの際には帽子
は事故や事件に巻き込まれないた
めにあるなど，理由を付して理解し
てもらうのがよいと思います。

自
尊
感
情
の
育
成

校長より(年度末)
各学年での計画的、組織的な取組は継続して行っているが、結果に反映されていない部分があり来年度の課題としてとらえていく必要がある。「確かな学び」の項目については、基礎的・基本的内容の習得や自
主学習において成果があったが、課題として来年度の取り組みを重点化していくこととする。また、高学年における一部教科担任制も実施し、さらなる学力向上を図りたい。読書への取り組みも成果が出てきてい
ることもあり継続して取り組んでいきたい。また、ＩＣＴ（タブレット）の活用については、ＩＣＴの取り組みの組織化を行う中で様々な活用について検討していきたい。学びあう授業づくりにおいては、一日も早く交流が
活発に行えることを願い、その日のための準備をしておきたい。豊かな心の育成については、感染症対策を取りながらではあるが差別や偏見についての学習に取り組むことを継続していきたい。また、規範意識
の向上についても同様に取り組んでいきたい。特別支援教育については、通級学級の設置があることもあり、特別支援委員会として組織的な取り組みの強化を行いたい。今後も、学力向上と、学級経営を基盤と
した人権教育、特別支援教育を含めた組織的な生徒指導体制を一体的に進めるとともに、保護者・地域の支援・協力を得て、学校・保護者・地域で子どもを育てていく取組を推進したい。

豊
か
な
心
・
健
や
か
な
体

健
康
で
丈
夫
な
体
づ
く
り

健康・安全について理解を深
め、運動に親しませるととも
に、体力の向上を図り、楽しく
明るい生活を営む態度を育て
る。

随時
学期末
年度末

障がい者等への思いやりの教育を

特に問題ないと思います。

学級担任を交えた教育相談・特
別支援研修などで継続して指導
の工夫等を発信。各学級の指
導にいかすことが出来た。

学校関係者評価者から(年度末)
新年度は新一年生もいることですので，集団登校を
ここ数年コロナの影響で思ったような活動ができない中で，先生方が色々と工夫して頂いて取り組まれていることがよくわかりました。本当にご苦労様です。一日も早
く普通の活動ができることを祈っております。
コロナ禍で色んな制限がある中，たくさんの工夫で指導していただいてありがたく思っています。
明確な目標設定と課題整理を行い，確実に実践されており，「保健」「栄養・給食」に関して，自己評価以上の実践をしていると評価しています。
学校のみなさまには，コロナ禍の不自由な中でも学校力を低下させないように学習時間の確保，行事の遂行など大変ご尽力いただいたことを感じています。感謝申
し上げます。また，子どもたちはこの不自由な２年間の中で大きく新しい成長をしました。先の見えない期間が続きますが，学校も子供も災い転じへの努力を感じま
す。

規
範
意
識
の
育
成

学校のルールや集団行動を身
に着ける。
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