
（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。

　
単元テスト（知識理解）９０点以上 単元テスト 学期末

B A

1学期末に比べ2年，3年の国語科では
80点台後半と90点に近いところまで点
数を伸ばすことができた。また，算数科
も2年生は90点台と点数を伸ばすこと
ができた。しかし，4年生は国語，算数
ともに80点に留まった。今後も反復練
習を繰り返し，基礎，基本の力をつけ
ていくよう取り組んでいく。

B⁺

90点以上を判断基準としているのは高い
と思うが，到達していないのであればBが
妥当な評価と考える。目標に到達しない
場合，再テストや復習を繰り返し行ってい
るというのは効果的であると考えられるの
で，再テストのデータを入れてもよいので
はないか。

読書活動を推進する。

・読書カード読了状況
・CBT調査アンケートで「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。
・CBT調査アンケートで「読書が好き」の項目
→肯定80%以上
・教職員アンケート

・読書カード
・CBT調査アン
ケート
・学校アンケート

学期末
年度末 B A

・CBT調査アンケートで「家や図書館
で，ふだん読書をまったくしない」では，
6年生を除いて堺市平均を下回り，
20％以下となった。普段から本を読む
児童が多いことが分かった。
・CBT調査アンケートで「読書が好き」
の項目では3・4年生で80％以上で堺市
平均を上回り，5・6年生は60％台と堺
市平均を下回る結果となり，学年で大
きく差が開いた。普段から読書をする
習慣づけが大切だと考えられる。
・図書委員からのしおりのプレゼントに
より，少し読書カードに記入する児童
が増えたものの，100冊達成した児童
は20人程度と少なかった。50冊で掲示
するなど，達成感を味わえるようにして
いきたい。

B

アンケートの結果から，高学年の読書離
れが気になる。
コロナの影響で図書室の開放をやめてい
たことも図書離れになってしまった要因と
も考えられる。タブレットを触る時間が増
えた分，読書離れになってしまったとも考
えられ，タブレットの中に読本が入ってい
るといいのではないだろうか。検討しても
らいたい。

●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
・CBT調査で「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，もしくは前学
年の結果を上回る。
・みんいくの睡眠アンケートで「毎日，何時頃
にねますか」の項目において，前学期より早く
寝る児童が増えている。

・自主学習ノート
・CBT調査アン
ケート
・みんいくアン
ケート

学期末
年度末 B B

・自主学ノートの学年目標を設定
し、良いノートはクラスだけでなく学
年掲示板や職員室前に掲示する。
・1学期と2学期の比較ができなかっ
たがＣＢＴアンケートからは4・5年生
は堺市の平均よりやや早く就寝す
る傾向にあるので引き続き取り組
んでいきたい。

B
自主学習ノートの取り組みは，定着してい
るように思う。

校長　加藤　健

豊かな心・健やかな体の現状
 新体力テストの結果から，昨年度は，男女ともに，「反復横跳び」「立ち幅跳び」が全学年，「５０ｍ走」が大方の学年が堺市平均を上回っていることが成果として
あげられている。課題点は，男女ともに，「握力」「長座体前屈」「ソフトボール投げ」が堺市平均を下回っており，あげられる。今年度の指導では，下回る３点の
指導の工夫を行うとともに，今年度から「２０ｍシャトルラン」「上体起こし」を行う学年もあるので，そちらの指導についても考えていく必要がある。
　新型コロナウィルス感染症拡大の対策の徹底をし，罹患者に対する差別，いじめ，誹謗中傷などがないよう，引き続き人権教育にも取り組んでいきたい。
　「食」への関心・マナーの向上なども含め、一層食育の取り組みたい。中でも残食量の減量だけでなく、給食指導全体についての改善に対して全職員で取り組
みたい。

令和４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。

学校関係者評価

１学期末では，国語科では2.３.４
年生が，８０点台，算数科では
2.4年生が８０点台にとどまって
いる。朝の学習の時間を有効活
用し，基礎的な力を養えるよう
重点的に取り組んでいく。

朝読書の時間の確保や，
読了者へのしおりのプレゼ
ントの準備，読書の啓発を
行っている。図書委員会で
図書だよりを作成し，月に
合わせたおすすめ本を紹
介している。

評価時期評価方法
達成状況(年度末)

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，児童が積極
的に意欲的に授業に取り組めるよう指導す
る。
●専科指導及び教科担任制の導入による授
業の質の向上，および授業担当時間の削減と
推進をする。

・CBT調査アンケートの「勉強しているときに，
わからないことがあってもあきらめずに取り組
んでいますか。」の項目→堺市平均を上回
る。
・CBT調査アンケートの「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
ていますか。」の項目→堺市を上回る。
・教職員アンケート

「わからないことがあってもあきらめずに
取り組んでいる」の項目については，自力
解決が難しいと思われる児童も先生から
のヒントや友達との交流を通して力をつけ
ていると考えられる。
公開授業については，教師の授業力向上
につながっているのは良いことだと思わ
れる。

A

自己評価

・「勉強しているときに，わからないこと
があってもあきらめずに取り組んでい
ますか。」に対する回答は肯定的なも
ので約85.2％，「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
に書いていますか。」に対しては87.6％
が肯定的な回答をしていた。どちらも
堺市平均を上回っており，自力解決に
率先して取り組むことができていたと考
える。
・年度初めに授業力を向上させるため
に教職員一人ひとりが設定した個人目
標において，年間を通して達成できた
かアンケートを取ったところ，約97％が
肯定的な回答を行うことができた。よっ
て，授業力を向上につながったと考え
る。

基
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本
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着

中
項
目

・CBT調査の質
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

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。学期末の生活アン
ケート

判断基準
（評価のものさし）

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

大
項
目

進捗確認
（～10月）

具体的な取組
（●重点とする取組　★中学校区での取組）

具体目標

堺市立東百舌鳥小学校

A

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。
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。

確かな学びの現状
　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，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。
　人権教育については，感染症のことも踏まえ，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、通級指導教室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。
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A



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、ペア活動・班活動を取り入れ、
交流の場を増やしている。

授業の観察
実践報告書

随時
年度末

B A

授業中は，適切な距離を保ち
ながら交流を行い，コミュニ
ケーションの向上に努めた。 A

ペア・班活動を行えるようになってよかっ
た。

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 B A

おおむね順調に取り組むこと
ができた。来年度は，人権年
間目標（各月のテーマ）をもと
に年間指導計画の作成を行
う。

A 特記事項なし

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。

・要配慮児童の実態を把握し、児童理解を深
める。

人権実践計画 毎学期 A A

各学年で焦点化した児童を選
出し，変容を入力している。さ
らに，発表に向けて取り組み
を進めていき，変化や成長を
記録していく。

A
教師の児童理解につながり，研修にも
なっている。

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。

・学校独自のアンケートの「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。

学校独自の
アンケート

年度末 A B

学校独自のアンケートは実施できな
かったが，CBTによる堺市学習・生活
状況調査を活用した。その中の「自分
とはちがう考えを受け入れることができ
ますか」という項目で，3・4・5・6年生す
べて平均を上回っていた。

B 良い取り組みだと思う。継続してください。

●（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

特別支援研修を中心に「課題をも
つ児童」への対応について職員の
知識や意識の向上を図り，授業の
ＵＤ化への意識が高まりつつある。

A

コロナになって家庭訪問がなくなり，家庭
での様子も見てもらいたい。
支援学級での保護者交流会を復活してほ
しい。

（支援学級・通級指導教室に関して）
・様々な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啓発を進め、インク
ルーシブ教育の推進を図る。
・支援学級・通級指導教室・不登校対応教室・
通常学級の連携を強化する。

・支援コーディネーターを中心とした特別支援
委員会の充実と具体的な対応策の実施。
・年間を通して交流や啓発の機会を設ける。

児童観察
教室環境
児童の感想

年度末 Ａ A

・ＴＶ朝会での「支援学級からのお
話」や出前授業を通して，啓発理解
教育の充実を図った。・特別支援委
員会や教育相談の充実を図り，課
題をもつ児童の情報共有・具体的
な支援策の検討・振り返りを随時
行った。

A 特記事項なし

（保健に関して）
・毎月の安全点検
・児童に応じた安全指導
・保健について啓発活動
（保健安全委員会児童とともに）
・新型コロナウィルス感染症拡大対策の徹底

・保健安全委員会を通して、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
・安全点検表
・保健室利用状
況

随時
年度末

B A

職員は，学校内の危険な環境改善
に可能な限り努めた。職員作業で
は，改善不可能な学校環境につい
ては，児童の安全を第一に考え，
事故を未然に防ぐ対応を行った。
保健室での丁寧な対応があり，怪
我や体調不良だけでなく，心の相
談をする児童もいた。

A 特記事項なし

（体育指導・体力向上に関して）
・体育授業におけるひがも体操の実施
・なわとび＆サーキット朝礼における新堺っこ
体操の実施
・なわとび＆サーキット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＆サーキット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

B B

新体力テストの実施は，去年度プラ
ス，制限により実施できなかったも
のを含めた全種目行うことができ
た。また，縄跳びサーキットは実施
していないが，水泳を実施，来年度
から本格実施に向けて，体力向上
面でも期待したい。

B
体力の低下が心配される。これからも体
力向上に取り組んでいってもらいたい。

（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

・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
・アンケート

・学期末
・年度末

B B

おいしいジェスチャーを取り入れた
ことで、給食時間子どもたちの笑顔
が増え、よい取り組みができた。適
正量の配膳は、難しそうであった
が、意識しながら配膳することを今
後も継続し、身に着けていってほし
い。給食返却時の子どもたちの調
理員さんへの言葉がけは、昨年度
と変わらず継続できた。今後もしっ
かりと根付かせていきたい。

B

しつけやマナーについても大切な取り組
みであると思う。同時に残食量についても
気になる。食を選ぶ権利もあり，難しい点
もあるが，食品ロスについて考えていく食
育に取り組んでもらいたい。

学校のルールや集団行動を身
に着ける。

（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
（全校集会に関して）
・集団行動指導の徹底
（集合、整列、話を聞く姿勢）

（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。

各月で人権テーマを定め，
テーマにそった人権の講話
を朝礼時にすることに取り
組んでいる。

毎月，職員が安全点検を
行っている。ほけんだより
や保健室前掲示を活用し，
児童の保健安全に関する
意識を高めている。

随時
学期末
年度末

規
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意
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新体力テストの実施。
その結果を集約し，分析。
次年度に引き継ぐ。
水泳授業は１学期実施。
来年度の本格実施に向け
て確認ができた。

黙食のため，おいしいジェ
スチャーなど，楽しく過ごせ
る工夫を行っている。
一人ひとりの適正量を配食
し，配膳分を食べきれるよ
うに指導している。
感謝の言葉で表現するよう
に指導している。

コロナ禍の中で，距離を保
ちながら，可能な限り交流
するようにしている。（4月
～9月）

おおむね順調に取り組んで
いる。

各学年で気になる児童を
選出し，変容を入力し，学
校全体で共有できるように
している。

特記事項なし

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。

・挨拶に関しては，テレビ朝礼など
で6月当初より生徒指導委員会が
中心となり啓発している。
・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
れた時間まで掃除に取り組んでい
る児童は多い。
・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。

①挨拶に関しては，元気に挨拶する児
童が多い。チャイム着席・名札の着用
はおおむねできているが，帽子の着用
に関しては一部児童で課題が残る。掃
除は真剣に取り組んでいる児童は多
い。
②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。また，
いじめＩシステムの活用を開始した。

「読み書き」のアセスメント
を実施,課題のある児童に
ついて分析・支援策の検討
を行っている。

課題のある児童について授業
観察・教育相談を実施し,特別支
援委員会において具体的な支
援内容,対応策を検討している。
コロナ渦で交流は難しいが,啓発
授業を積極的に展開している。

児童観察
生活の記録
アンケート
集会においての
児童観察

豊
か
な
心
・
健
や
か
な
体

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、目標に達していないなど結果に反映されていない部分があり、改善を加え、来年度も継続して取り組むことが重要であると考え
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ことについては継続し、読書などは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を実施し、さらなる学力向上を図りたい。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持ち帰りの頻度を上げるなど様々な課題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、交流を活発に行う授業の復活をめざしていきたい。豊かな心の育成については、研修の充実を図るとともに、人権テーマを決めて取り組むなど差別や偏見についての取組み
を活性化させたい。また、規範意識の向上についても粘り強く取り組んでいきたい。特別支援教育については、校内支援委員会のさらなる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。

学校関係者評価者から(年度末)

コロナ禍の中，様々な行動制限が課せられてきたが，その中でも模索してできることをしていることはよくわかり，評価できる。読書離れ
や体力の低下，給食の残食という点が気になるところであるので，今後の課題として取り組んでもらいたい。体育参観ができるように
なったことやオープンスクールなどで学校の様子が見られるようになったこともよかった。今後の教育活動に期待したい。

健
や
か
な
体

Ｂ Ｂ B

自
尊
感
情
の
育
成

・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。
・いじめ，暴力をしない，させな
い子を育てる。


