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具体目標 
具体的な取組 

（●重点とする取組） 

判断基準 

(評価のものさし) 
評価方法 評価時期 進捗確認 

達成状況（年度末） 

自己評価 学校関係者評価 

              

確

か

な

学

び 

授

業

改

善 

授業のユニバーサルデザイン化に

よる，すべての子どもにわかる授業

づくり 

●静謐な学習環境を整え，堺版授業スタンダード

をふまえた授業づくりをすすめる 

○板書の構造化を工夫し，すべての児童が視覚的

に学習の展開がわかる授業づくりをすすめる 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB  
・学校教育アンケート 年度末 

 

・静謐な学習環境，堺版授業スタンダー

ドをふまえた授業づくりに向けて，毎月

研修を進めている。 

・研究授業を6・9・10月に3回実施した。 

Ａ 

●静謐な学習環境 

学校教育アンケート，学校の授業をしっかり

聞いている 94.9％，友だちの発表をしっか

り聞いている 96.5％，この結果から聞くこ

とはできている。一方,授業の中で発表する

ことができているは 80.6％となっている。

また，毎月の研修を進め，堺版授業スタンダ

ードを意識した研究授業も予定通り実施す

ることができた。 

○板書の構造化については，めあてや板書の

配置，色使いを考慮することで、どの子もわ

かる授業づくりに取り組むことができた。学

びの診断児童アンケートから，めあてを書い

ていると答えている児童の割合が堺市平均

を上回っている。 

 

○外国語（５・６年生）、外国語活動（３・

４年生）を、加配指導教員を中心に計画的に

実施することができた。5.6年児童について

「英語」学習についてとった意識調査「英語

の授業は好きですか」で肯定的回答は 60％

となった。 

○特別の教科「道徳」を計画通り実施するこ

とができた。 

○プログラミング教育の研修を進めること

ができた。 

 

●基礎学力の向上 

堺市「子どもがのびる」学びの診断結果よ

り,3学年で堺市平均を超え,2・3年生のマイ

スタを計画通りに実施することができた。全

教職員の公開授業も実施できた。総合的に判

断しＢ。 

Ａ 

 

 

 

●学習環境，授業づくりでの計画的な取り組

みができており，児童がともに学ぶ姿やすべ

ての子どもが授業に参加できるように工夫

されている。今後「子どもの発言力」を高め

る取組に，さらに力を入れてほしい。 

 

〇黒板のまわりの掲示物が少なく，板書や掲

示物も計画的に整理されており，大型ディス

プレイも活用されている。その結果，どの子

もわかる授業づくりができている。研究授業

については支援学級を含めた全学年で実施

してほしい。 

 

 

 

〇外国語活動については，意識調査に課題が

見られるので，授業の確実な実施とともに授

業内容の改善をすすめる必要がある。 

 

〇特別の教科「道徳」の確実な実施，プログ

ラミング教育についての研修を計画通りに

進めることができている。 

 

 

●学びの診断で堺市平均を超えている学年

が増えてきているのは学校の取組の成果と

して評価できる。一方，課題の見受けられる

部分については解決に向けて取り組んでほ

しい。マイスタディについては，効果が高い

と感じている。 

基礎学力の向上 

○外国語（５・６年），外国語活動（３・４年）の

実践 

○特別の教科「道徳」への取組 

○プログラミング教育への取組 

研修会への参加ができている 

授業の確実な実施ができている 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB，60％未満がC 

・実践報告 

・学校教育アンケート 
実施時 

 

・適宜，必要な研修には教職員が参加し

て，職員会議などでの伝達をすすめてい

る。 

Ｂ Ｂ 

●教科で学んだ基礎的なことを活かし，学びを深

めていく課題を設定し，学力の向上を図る。 

○全教員が公開授業を行い，授業改善をすすめる。 

○2.3年生算数科の放課後補習「マイスタディ」 

の充実で基礎学力の底上げを図る。 

堺市学びの診断に教科学力（国・算）

の合計が堺市平均より高い学年数が

【4学年…A】【2～3学年…B】【１学年

以下…C】 

・堺市学びの診断「教科

学力（国・算）の平均」 

 

年度末 

 

・2・3年生でのマイスタを計画的に実施

している。 
Ｂ Ｂ 

「確かな学び」の現状 

○おおむねユニバーサルデザインの授業づくりの成果が出ており，児童アンケートでは9割以上の子どもが「学校の授業をしっかり聞いている」「友だちの発表をしっ

かり聞いている」「チャイム着席ができている」と答えており，落ち着いた環境で授業をうけている。しかし，「授業の中で発表することができる」と答えている児童

の割合が低く，子どもが考えたり，子ども同士がお互いの考えを交流しながら考えをつなぎあい高めていく授業づくりになっていない。 

○支援学級には，知的障害11名，自閉症・情緒障害15名の計26名が在籍しており，それ以外にも通常の学級に軽度の発達障害や，低学力で支援が必要な児童が多数

いる。今後もすべての子ども，一人ひとりの特性を理解した授業づくりに取り組む必要がある。 

○平成30年度「子どもがのびる」学びの診断結果から，国語はすべての学年で全国値を超える結果となっているが，算数においては基礎的な計算問題をはじめ，課題

が残っている。 

「豊かな心・健やかな体」の現状 

○チャイム着席や早寝・早起き・朝ごはんに関する質問では，9割以上の子どもが肯定的に回答しており，基本的な生活習慣は守れている。しかし，残りの1割の子ど

もへのかかわりが課題であると考えている。 

○聴き合える関係づくり，話し合える関係づくりを土台に，共に学び合いながら違いを認め合える豊かな心を引き出し，育てていきたい。 

○スポーツテストの考察から，児童の伸びや個々 の課題を教師が知り，個人カードの返却とアドバイスをおこない，保護者への啓発を行っている。また，体育用具の貸

し出しなどをし，運動場へ出る機会を増やす等，休憩時間を利用して体力向上と意欲の向上に努めている。 

○規則正しい学校生活の確立に向けて「はるみ４つの約束」を教職員全員で共通理解し，ルールや決まりを守ることが気持ち良いと感じる子どもを育てていきたい。 

平成３１年度 重点目標  

「自ら学び，共に育つ自立した子どもの育成  ○主体的に学ぶ子ども ○思いやりのある子ども ○たくましい子ども」 

○「堺版・授業スタンダード」をふまえた授業改善  ○「板書の構造化」の工夫  ○外国語（５・６年）、外国語活動（３・４年）の実践  ○特別の教科「道徳」への取組  ○プログラミング教育への取組 

（様式⑦ 小学校・中学校・高等学校） 



特

別

支

援

教

育 

どの子もいきいきと活動できるよ

うに，児童ひとりひとりの特性を理

解した教育 

○大学院サポーターなどの効果的な活用 

サポーターとの連携ができている 

カンファレンスを年二回実施してい

る 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB，60％未満がC 

・サポーターの記録・カ

ンファレンスの実施 

・児童の変容 

・学校教育アンケート 

年度末 

 

・常時，サポーターと連携し，情報の共

有をすすめている。 

・カンファレンスを7月に実施。 

・児童の変容も見られている。 

Ａ 

○常時，サポーターと連携し，記録を活用し

た情報の共有，7月と3月にカンファレンス

を実施。成果として，児童の落ち着きが見ら

れるようになっている。学校教育アンケート

（教職員3）で94.4％の肯定的評価となっ

た。 

 

○子ども支援委員会を毎月実施することが

でき，児童理解をすすめることができた。。

学校教育アンケート（教職員4）では，100％

の肯定的回答であった。 

 

●ユニバーサルデザインの推進については，

全教員が公開授業を実施し，適宜提案授業を

することができた。学校教育アンケートで

は，保護者（保護者アンケート3）87.7％（教

職員アンケート5）100％の結果となった。

総合的に判断しＡ。 

Ａ 

〇サポーターなど，多様な人材が有効に活用

されている。カンファレンスも有効であった

考える。 

 

 

 

〇子どもを大切にした会議を定期的に実施

していることは評価できる。子ども，家庭，

教職員が連携できることを期待している。 

 

 

 

●全教員が公開授業に取り組んでいること

は評価できる。昨年度よりも，成果が出てい

ることがわかり，今後も教員の授業力の向上

に努めてほしい。 

○子ども支援委員会の活用。教職員と保護者との

連携を深め，児童理解を図る。 

子ども支援委員会で具体的なアセス

メントを立て，教職員に共通理解が持

てている。アンケートの肯定的評価が

90％以上がA,60％以上がB，60％未満

が C 

・児童の変容 

・記録の活用状況 

・学校教育アンケート 

年度末 

 

・毎月，子ども支援委員会を定期的に開

催し，職員会議でも情報の共有をし，児

童理解を図っている。 

Ａ Ａ 

●授業における「ユニバーサルデザイン」の推進

を目指して，研修や提案授業を行う。 

授業時の観察・提案授業の実施 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB，60％未満がC 

・学校教育アンケート 

・研修会の実施 
年度末 

 

 Ａ Ａ 

豊

か

な

心

･

健

や

か

な

体 

人

権

感

覚

の

育

成 

人権尊重を基礎とした教育を充実

させ、豊かな人間性を育成する。 

●自分及び他人の良い所を探す活動を通して，自

尊感情を高める活動を行う。 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB ，60％未満がC 
・学校教育アンケート 年度末   Ｂ 

●学校教育アンケート（保護者アンケート

9）75.1％、教職員（教職員アンケート 6）

94.4％の結果となったのでＢ。 

 

●学校教育アンケート（保護者アンケート

10）87.4％、教職員（教職員アンケート7）

94.4％の結果となったのでＢ。 

 

○学校教育アンケート（保護者アンケート

4）84.7％，（教職員アンケート）89.5％とな

ったのでＢ。 

●学校教育アンケート（保護者アンケート

1）83.2％、（教職員アンケート9）89.5％の

結果となったのでＢ。 

Ｂ 

●自他の良いところを探す活動は自尊感情

を高める良い取組である。今後「助け合いの

できる子」の育成を期待しています。 

 

●たてわり活動などの仲間づくりの活動は

評価できる。今後も，どの子も居場所のある

クラスづくりを進めてほしい。 

 

〇はるみ４つの約束の定着に努めてほしい。

また地域として大人が見本となる必要もあ

り，啓発活動も必要である 

 

●静謐な学習環境への取組や仲間づくりに

ついては成果が出ている。 

●仲間づくりの活動を行い，どの子も居場所のあ

るクラスづくりを行う。 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB ，60％未満がC 
・学校教育アンケート 年度末  

・たてわり活動，クラブ活動を計画的，

継続的に実施している。 
Ｂ Ｂ 

規則正しい学校生活の確立 

○はるみ４つの約束を定着させる。 

（各委員会と協力し，声かけやチェックを続ける） 

（朝礼を利用する。） 

●静謐な学習環境，仲間づくり 

アンケートの肯定的評価が 90％以上

が A,60％以上がB ，60％未満がC 
・学校アンケート 毎学期 

 

・研修委員会を通して，静謐な学習環境

について研修をすすめている。 
Ｂ Ｂ 

体

力

向

上

と 

食

育 

体力の向上と基本的生活習慣、規則

正しい学校生活の確立 

●運動好きな児童を増やし，日常的に運動する機

会を増やす。 

○いろいろな運動ができるようにする。 

２つのアンケート結果 

２項目とも 90％以上の肯定的回答で

A，１項目のみでB，肯定的回答なしで

C 

スポーツテストの各学年の結果が堺

市平均の記録を超えている割合が6割

以上がA，4割以上がB，4割未満がC 

・学校教育アンケート 

・スポーツテスト 

年度末 

実施時 
 

・運動好きな児童を増やすために，授業

ではサーキットなどに取り組み，運動を

楽しめるようにしている。 

・スポーツテストの記録では，堺市平均

を超える割合が約3.5割となった。 

Ｂ 

●学校教育アンケート「いろいろな運動がで

きるようになった」 は全学年で92.0％の肯

定評価であり、昨年度よりも 4.1％上回っ

た。 また、「外で遊ぶのが好きである」は全

学年で85.8％の肯定評価 であり、昨年度よ

りも1.9％上回った。90％を超えたのが1項

目となったのでＢ評価となった。        

スポーツテストの結果は全48種目中17種目

（約 35％）で堺市平均を超えた。堺市平均

の記録を超えている割合が4割未満なので、

Ｃ評価となった。 アンケート結果がＢ、ス

ポーツテストの結果がＣであったため、総合

評価はＢとなった。 

 

○安全な生活に関しては,学校から病院に行

く子どもの割合が，平成30年度と比べ62％

となったのでＡ。 

Ｂ 

 

 

 

●サーキットトレーニングを取り入れた授

業づくりができていることや，子どものアン

ケート結果が向上していることは評価でき

る。一方，スポーツテストの結果については

改善の余地があり，さらなる取組をしてほし

い。 

 

 

 

 

 

〇学校から病院に行く児童が減っているの

は評価できる。 

 

○安全な生活を送るため，ケガの防止に努めるよ

うに児童に啓発し、ケガの人数が減るように取り

組む。 

病院に行くけがの人数割合が 30 年度

と比べ，減少でA，5割増でC，それ以

外 B 

・学校から病院に行く

けが人の人数の割合 
年度末   Ａ Ａ 



○食育の授業を通して，児童が自らの食生活につ

いて考える力を育成する 

○日々の給食指導に取り組む 

○ＰＴＡ試食会での食育講演などで啓発する 

授業後のアンケートで「よくわかっ

た」が80％以上がA，60％以上がB， 

・授業後のアンケート 

・食育だより，HP の記

録 

年度末  

・食育だよりを定期的に発行し，HPの、

更新をすすめている。 

・PTA試食会を6月に実施。 

Ａ 

○食育便りの定期的な発行、HPの更新、PTA

試食会や各学年での食育指導の実施に取り

組んだ。授業後のアンケートで 90％以上の

肯定的回答が得られたのでＡ。 

Ａ 

〇日々 のＨＰでの給食紹介，食育便りの発行

など継続した取り組みは評価できる。またラ

ンチルームも整理されており，子どもたちが

食に関心を持つような取組が行われている。 

地

域

協

働 

信
頼
さ
れ
る
学
校 

学校協議会を軸に，コミュニティス

クールを推進し，「地域に開かれた

学校づくり」を行う 

●地域の関係機関との連携を密にし，様々 な機関

や異年齢との交流を推進し社会参画力をさらに向

上させる。 

学校アンケートの肯定的回答 90％以

上が A,60％以上がB ，60％未満がC 
・学校教育アンケート 年度末  

・年間を通じて，関係機関や福祉施設，

地域と連携した交流の場を設定してい

る。 

Ａ ●学校教育アンケートの「地域連携教育」の

項目では，保護者 （アンケート13）85.3％，

職員（アンケート12）100％，合わせて92.7％

の肯定的支持があった。1年生の昔遊び交流

会、5年生の敬老お楽しみ会など各学年とも

地域の方や関係機関等との交流をすすめ関

わる中で，それぞれの学年が充実した教育活

動を行うこと ができたと思われる。来年度

以降も幼保連携，そして小中連携へと縦のつ

ながりを重視していきたいと考えている。 

○校報や HPで，教育活動を伝えることによ

り，学校教育アンケートでは保護者 92.5％

（昨年90.3％），職員100％（昨年100％），

平均 96.3％の肯定的支持 があった 

Ａ 

●年間を通して，学校と地域が連携して交流

する機会があるのは，地域としても子どもた

ちを知る機会となり役立っている。 

 

〇校報の定期的な発行やＨＰが日々 更新さ

れ，子どもや学校の様子がよくわかり家庭内

の話題となっている。地域の方にも伝わり，

つながりが密になる。また，学校の地域行事

への協力も評価できる。今後も継続して，「地

域に開かれた学校づくり」に取り組んでもら

いたい。 

○学校通信，HP等で，学校の教育活動について地

域に公開する。 

学校アンケートの肯定的回答を 90％

以上がA,60％以上がB ，60％未満がC 

・学校教育アンケート 

・学校通信，HPの記録 
毎月  

・学校通信，学園通信を毎月発行できてい

る。 

・HPを毎日更新している。 

Ａ Ａ 

 
 
 
 
 

 

校長より（年度末） 

総合的な学力の中で，研究教科である算数科においては授業の UD化や堺版授業スタンダードについての研修・研究等を重ねてきた結果，学力調査における

向上が見られた。他方，考えたことを話す，書くといった「表現力」を伸ばす指導のあり方は引き続き研修・研究する課題も見受けられる。また，本校の

特色である地域協働については高い評価を得られているものの，職員に週休日の出務を依頼する面もあり，「働き方改革」の中で地域とのよりよい連携のあ

り方を探っていく必要を感じる。 

 

学校関係者評価者から（年度末） 

・「確かな学び」については，授業づくりの成果が着実に出てきているが，課題となっている部分への取組を期待している。 

・「豊かな心・健やかな体」については，学校外でも異学年で交流する姿が見られるので成果として出てきており，今後も継続して取り

組んでもらいたい。地域全体での「子どもの心の見守り」も大切であると考える。 

・「地域協働」については，晴美台の特色である世代間交流が広まるように，地域としても，より一層，協力して取り組んでいきたい。 


