
（様式⑦-1　小学校・中学校）

・朝の読書タイム(火・金曜日)，読書ノートを
使用した図書室の本の貸し出し等を通して，
読書意欲を高める。

学校独自アンケートの「読書
３０分以上」の児童全体の割
合を昨年度以上
読書ノートの冊数状況

学校独自アンケート

読書ノート

年度末

毎学期

・４.５.６年生の算数で少人数指導を実施し，
児童の理解度に応じた基礎基本の着実な定
着を図る。

すくすくウォッチの正答率を堺
市平均以上

すくすくウォッチ 年度末

・学級活動の話合い活動を通して，自分の意
見を分かりやすく伝える力，人の意見をきち
んと聞く力，異なる意見に対して調整する力
などコミュニケーション力を育てる。

各話合い活動の目標がほぼ
達成できたか。 話合い活動の観察

毎学期

年度末

家庭学習の習慣の定
着

●授業についての調べ学習や復習，日記な
ど自主的な家庭学習として「ひのおスタディ」
に全学年取り組ませる。

各学年の提出目標値以上 ノート提出率 毎学期

中学校区におけるめざす子ども像
                                                     社会の中で人とつながり，よりよく生きる子

堺市立新檜尾台小学校

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】

具体的な取組
（●重点とする取組　★中学校区での取組）
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学校関係者評価

達成状況(年度末)

確かな学びの現状
[昨年度の４.５年生「学びの診断」結果より]
　「教科学力」「学びの基礎力」「社会的実践力」といった３観点による総合学力プロフィールを見ると，本校の
結果は学年によってばらつきがみられる。「教科学力」についてはどちらの学年においても思考・判断・表現
が堺市平均より優れている。これらは，本校の取り組みである「ひのおスタディ」を通して自分自身で課題を
考え，それを自分で調べたり問題を解いたりする中でノートにまとめるという活動が大きく影響していると考え
る。また，「学びの基礎力」(豊かな基礎体験，学びに向かう力，学びを律する力，自ら学ぶ力)に関して，「豊
かな基礎体験」が特に高く，その中でも「家や図書館でふだん１日どれくらい，読書をするか」について，どち
らの学年も堺市平均よりも約７ポイント上回っている。本校の重点目標である「総合的な学力の向上」の中の
「読書習慣の確立」がきちんとできている。また，「学びに向かう力」の「自宅学習習慣」についても堺市平均を
上回っていることから，「総合的な学力の向上」の「家庭学習習慣づくり」もできており，「総合的な学力の向
上」への取組みの表れであると考える。
　一方，「教科学力」に関して「○○の学習が好き」といった「関心・意欲・態度」面で学年，また児童によって
低い傾向が見られるのが本校の課題であり，課題への達成度における結果が苦手意識を生んでいると考え
られる。算数科などにおいては，理解度における子どもの力の個々の力をしっかりと理解し，少人数指導を今
後も積極的に取り入れながら，個に応じた指導を行い，基礎的な学力をつけ，算数が好きになるような授業
づくりに努める。また，他教科も含めて，「主体的で深い学び」につなげていきたい。

令和３年度　重点目標
(１)総合的な学力の向上…「授業改善」「読書習慣の確立」「家庭学習習慣づくり」を相互に連動させて、児童の「主体的に学習に取り組む態度」を育成することによって、「自ら考え、自ら学び、仲間と共に学びを深め合う子ども」を育て、総合的な学力の向上
を図る。
(２)横と縦の人間関係づくり…よりよい学級づくりを通して、児童一人一人の学級における協働意識を育て、教師と児童、児童相互の横の人間関係づくりを進めるとともに、縦割りの集団活動を通して異学年児童の交流の活性化を図り、縦の人間関係づくりを深め
る。
(３)人権尊重の精神の育成…自分を大切にすると同時に、常に相手の立場になって物事を考えることや、人の痛みを分かろうとする気持ちを大切にし、いじめや差別を許さない人権尊重の精神を育てる。

進捗確認
（～○月）
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評価時期評価方法
判断基準

（評価のものさし）

「読む・話す・聞く・書
く」力，計算力の育成

具体目標

豊かな心・健やかな体の現状
「豊かな心」

　「豊かな心」育成のために，本校では，特に「たてわり活動」に力を入れてきた。また，「道徳教育」や「特別支援教育」についても力を入れている。昨
年度末の学校評価では，「思いやりの心や感動する心などを育て，いじめのない学級・学校づくりに取り組んでいる」について，保護者から90％以上の
肯定的意見をいただいている。コロナ禍で「たてわり活動」についても規模を縮小して実施せざるを得ないが，保護者に評価していただいている。これ
からも学校一丸となって，教育活動を通して「豊かな心」の育成をめざしていく。
「健やかな体」
　 昨年度末の学校評価における児童の思いでは，「運動やスポーツが好き」の肯定的な結果は，堺市平均をそれぞれの学年で５%以上上回ってい
る。しかしながら，各種体育行事についてはコロナ対策で中止になっているものも多い。今年度も児童の肯定的な思いを活かし「体育授業の充実」「体
育行事の活性化」の２点を中心に取り組み，「健やかな体」の育成をめざしたい。



学習環境づくりの共通
理解

・「ひのおスタンダード」を教職員で共通理解
し，全員が同じ方向での学習規律・学習環境
づくりに取り組む。

全学級が同じ方向で取り組
んでいる。

ひのおスタンダードチェックシー
ト

年度末

・「算数科」「特別活動」「道徳科」「外国語活
動」等の研究授業や公開授業を通して，より
よい授業の創造を図る。

全教員が公開授業を実施。 実施報告 毎学期

●子どもたちで問題解決が行える授業，分か
る喜びや学ぶ楽しさを実感できる授業づくりを
めざす。

児童がノートに自分の考え・
思いをしっかり書いている。

学校評価アンケート「先生の
授業は分かりやすい」(児
童)，「分かりやすく，学びたく
なる授業を行っている」(保護
者)

授業でのノート等
授業スタンダードチェックシート
学校評価アンケート

毎学期

年度末

・「あいさつ」「清掃」「廊下歩行」「トイレのス
リッパの整頓」を重点項目として指導の徹底
を図る。

学校評価児童アンケート「自
分からすすんであいさつをし
ている」
学校独自アンケート「近所の
人に，あいさつをしている。」
「学校のきまりを守ってい
る。」

学校評価児童アンケート

学校独自アンケート

年度末

●児童会・学級会・「あおぞらグループ活動」
(縦割り活動)を充実させ，自他のよさを認め
合うことができるようにする。

★集団の中で自分と向き合い，積極的に自
分の役割を果たし，他者とともに成長しようと
する子どもを育てる。
★自分の違いを認め合い協働できる子どもを
育てる。
★責任感と思いやりをもった行動ができる子
どもを育てる。

学校評価アンケート「あおぞ
らグループ活動は楽しい」(児
童)，「思いやりの心や感動す
る心などを育て，いじめのな
い学校・学級づくりに取り組
んでいる」(保護者)

教職員アンケート
「子どもは集団の中で自分と
向き合い，積極的に自分の
役割を果たし，他者とともに
成長しようとしている」「子ども
は自他の違いを認め合い協
働できる」「子どもは責任感と
思いやりをもった行動ができ
る」

学校評価アンケート

新檜尾台・赤坂台両小学校
教職員アンケート

年度末

１２月

道徳教育の充実
・年間計画に基づいた道徳の授業を実践・研
究するとともに，保護者参観でも年1回道徳
の授業を公開する。

全学級が参観で道徳授業を
公開する

実践報告 毎学期

人権教育の充実

・年間計画に基づいた人権総合学習の実践
を通して，他人を尊重し，仲間や友だちを大
切にする心を育て，自分を大切にし，自尊感
情が持てる子どもを育成する。
・本校「いじめ防止対策基本方針」を全職員が共通
理解し，未然防止・早期発見・早期解決に努める。

学校評価アンケート
「学級の仲間としてみんなか
ら大切にされている」(児童)，
「思いやりの心や感動する心
などを育て，いじめのない学
校・学級づくりに取り組んでい
る」(保護者)

学校評価アンケート 年度末
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考える授業の展開

学
び

生徒指導の充実

★赤坂台中学校区グ
ランドデザイン
「めざす子ども像の育
成」
低・中・高学年別集団
による意識の向上

心
の
教
育
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充
実



・支援の必要な児童を把握し，適切な配慮や
支援のあり方について共通理解を図りなが
ら，特別支援教育の充実をめざす。

校内研修を実施し，実践に生
かす

実践報告 毎学期

・全ての子どもに分かりやすい授業や誰もが
過ごしやすい集団づくり，学習環境の整備を
めざし，授業のユニバーサルデザイン化に努
める。

校内研修を実施し，実践に生
かす

実践報告 毎学期

・体育の授業に加え，学校全体の取組である
チャレンジランニング，なわとび朝礼などを通
して，運動への意欲を高める。

運動への意欲
学びの診断質問紙「運動や
スポーツが好き」

カード記録
児童観察

毎学期

・食育・保健指導を充実させ，児童が自らの
健康について考える力を育成する。

食育・睡眠教育等にかかわる
授業を実施する

実践報告 毎学期

学校情報の積極的な
発信

・学校ホームページ・校報等を活用し，教育
活動の現状と成果の発信に努める。

ホームページアクセス数昨年
度以上
学校評価保護者アンケート
「学校からの文書や通信，
ホームページ等の内容は分
かりやすく，タイムリーであ
る」

実践報告

学校評価アンケート
毎学期

・「堺版コミュニティスクール」の組織をより強
化し，教育活動，児童見守り活動等を支援で
きる外部人材を確保し活用する。

外部人材を効果的に活用す
る

学校評価保護者アンケート
「家庭や地域と連携協力して
子どもを育てようとしている」

実践報告

学校評価アンケート
毎学期

・校区幼稚園，中学校・PTAや健全育成協議
会等，地域との連携・交流を進める

各行事に積極的に参加し，交
流する

実践報告 毎学期

学校関係者評価者から(年度末)

地
域
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働
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た
学
校

地域との連携

校長より(年度末)

健康安全にについて
理解し，積極的に運動
に取り組む児童の育
成

特別支援教育の充実

体
力
向
上


