
70 71

70 75

87 86

87 85

80 80

90 90

75 78

80 80

88 90

平均値 3.5

毎月の学校だよりを楽しみにしている。学校ホーム
ページ、学校ツイッター、メール配信などでいろいろ
な情報が伝わってくるので家庭にとっても安心できる
と思う。さらに、ＩＣＴ機器の運用を強化や学校ＨＰ
の更新をしてほしい。

通学時の子供たちからの挨拶は大変気持ちがいい。挨
拶は人間関係の入口なので、その意味づけも考えさせ
たい。言葉づかいについては、すべての大人が手本を
示さなければならない。相手を大切にする指導では、
ＳＮＳ関連についても重視してほしい。

縦割り班活動は長い時間をかけて育ててきた九小の伝
統なので、これからもぜひ継続してほしい。今の時代
だからこそ、下級生を思いやる心や、リーダーシップ
をとる力などをつけてほしい。

支援教室は大切なところであるので、学校公開や相談
会などを開いたのはよかったと思う、対応も様々だと
思うが、学校と保護者がよい関係を築いて、お互いに
連携しながら子供に向かって欲しい。

何をするにも、まずは体力が必要である。コロナ禍や
ゲーム等の普及で外遊びの時間が減ることはとても心
配である。外遊びを奨励し、体育の時間も体力向上に
つながる活動を積極的に取り入れてほしい。

学校の健康診断は、親にとっても見逃していた子供の
身体の問題に気付く貴重な機会である。特に歯の治療
の大切さを子供にも家庭にもしっかり伝えて指導を続
けて欲しい。

日々忙しい業務の中、体験的な学習を取り入れるのは
大変だと思うが、この地域でなければできない学習が
あるので、大事に伝えていって欲しい。子供たちを守
るためには地域の目が必要であるので、今後も地域と
の関係を大切にして取り組んでほしい。

（中期経営目標）
安心・安全で、児童が前向
きな意欲をもてる学校生活
の実現

（短期経営目標）
道徳教育・人権教育の推進
といじめ、不登校への取組

達成度

80

経営目標
（中期・短期を明記）

指導体制や指導方法の工夫（学年内交換授業やタブ
レット端末等のICT機器の積極的な活用等）を通し
て、質の高い授業を提供し、児童の学びに向かう意
欲の向上を目指す。

学年に応じた読書目標の設定、ボランティアを含め
た図書室の整備、読み聞かせボランティア活動の継
続等を通して児童の読書習慣の獲得・定着を図る。

授業に対する児童の満足度
（児童アンケート）

各学年の読書目標に到達した
児童の割合（低学年は120
冊・中学年は6000ページ・
高学年は10000ページ）

あいさつ、感謝の言葉、正しい言葉遣い等の相手を
大切にする指導と、集団生活の中での規範意識の育
成を継続的に行う。

7月
達成値

（中期経営目標）
特別支援教育の理解・啓発と充実
（短期経営目標）
特別な支援を要する児童への対応

特別支援教室、難聴言語学級の教員と学級担任との
連携を強化し、合理的配慮や特別支援に関する教職
員の理解を深め、児童への指導を行う。
各学級における特別な支援を要する児童の個別指導
計画の作成とそれをもとにした指導の充実を図る。

教職員の取組評価と保護者の
満足度
（保護者アンケート）

意　　見分析コメント(学校関係者評価委員会の意見、児童・生
徒評価、保護者評価等の意見について、参考にする。)

90%

評価指標
目標値

積極的に自分の考えを書く活
動を行った児童の割合
（教職員・児童アンケート）

80
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経営
理念

【学校運営協議会・会長】塩畑　英夫

学校運営協議会（学校評価分）　令和５年２月１６日(木)

自己評価 学校関係者評価

・夢や目標の実現に向けて、自らの道を切り拓く子供を育てる学校
・自己を確立しつつ、自己肯定感をもち他者や地域社会のために力を発揮できる子供を育てる学校

確
か
な
学
力
の
向
上

（中期経営目標）
質の高い授業の実現に努
め、児童の学ぶ意欲や確か
な学力の育成

（短期経営目標）
基礎的基本的な学習内容の
定着と思考力・表現力の育
成

75
（85）

評価

学習の基盤となる言語能力を育成するため、言語活
動を充実させた授業を展開する。思考力を付けるた
め、「自分の考えを書く」活動を重視する。

目標達成のための方策

A

朝学習、授業中、家庭学習で東京ベーシックドリル
やくり返しドリル等を活用し、漢字、計算、言語等
の基礎・基本の定着を図る。

基礎学力の目標である到達度
の割合
（ベーシックドリル実施結
果・児童アンケート）

2月
達成値

32％

23

70

93%

評価点
（４点満点）

A

漢字・計算の習熟については、児童・保護者アンケート
で肯定的評価が高い。ただベーシックドリルや学力調査
の結果からは、時間の経過とともに履修した内容を忘れ
てしまう児童も多いことが分かる。何度も繰り返して学
習し習熟を図る必要がある。また、家庭と連携した家庭
学習の充実も必要である。

自分の考えを書く学習活動は、既習事項や生活経験、
様々な情報などを整理し、筋道を立てて考えることにつ
ながる。しかし高学年になるほど、書く内容が高度にな
ることや、上手に書きたいという心理からか書けなくな
る傾向があった。

最終評価

107％ A

改善策(来年度の目標設定、具体記な取組目標)

アンケート結果からは分かりやすい授業を行っている
と思う。小学校での基礎・基本はとても大切なので楽
しく、興味深い授業になるようにしてほしい。習熟や
理解が不十分なことは、そのままにせず、復習して習
得することが大切であることから、家庭学習の導き方
にも工夫をしてほしい。

受け身だけの学びにならないよう、自分の考えを書く
こと、発信することを重視した取組を継続してほし
い。また生活力上げるためにも必要な力だと考える。
自分の考えを書くというのはハードルが高い子供がい
ることから、指導の工夫も必要である。

年3回以上のいじめ防止に関わる授業と毎学期の「学校生
活アンケート」の実施、5、6年生対象の都スクールカウ
ンセラー面談、縦割り班や学年内交換授業による複数の教
員の見取り等により、いじめや不登校の未然防止、早期対
応に努める。

楽しく元気に学校生活を送っ
ている児童の割合
（児童アンケート）

タブレット端末やICT機器を利用した授業は、子供の
興味や可能性も広がるツールである。上手に活用し、
質の高い授業作りに取り組み、教員の得意・不得意に
よって差が出ないようにしてほしい。タブレット使用
やプログラミングの授業を行うための環境を十分に整
備してほしい。

図書室はいつもきれいに整頓されて、読書目標の掲示
やおすすめの本の紹介など様々な取組みがある。児童
が読書目標に向かっている様子が想像される。今後
も、子供たちが読書習慣を身に付けられるようにして
ほしい。

児童アンケートでは、授業の分かりやすさに対する肯定
的評価が85％を超えた。これは日々教員が教材研究や
指導法の工夫について研修を重ねている結果であると考
える。さらに全児童が「授業が分かる、もっと学びた
い」という意欲がもてるよう、研鑽していく必要があ
る。

縦割り班活動についての児童
の肯定的評価
（児童アンケート）

A

A102%

112% A

100

86%

健
や
か
な
体
の
育

成

（中期経営目標）
丈夫な体とたくましい心の
育成
（短期経営目標）
健康な体を意識させる日常
的な指導の充実

70体力テスト結果や体育授業での児童の実態を踏ま
え、児童が自らの体力向上について課題意識をも
ち、改善できるよう指導する。

豊
か
な
心
の
育
成

A

A

75

114%

縦割り班活動、縦割り班掃除、縦割り班遠足等の異
学年交流の取組を通して、年長者には役割と責任を
もって集団に貢献する態度や思いやりを、年少者に
は感謝する心を育てる。

【達成度】＝［達成値］／［目標値］
【評価】　Ａ：8割以上→目標達成とみなし新たな目標設定　　　　Ｂ：８割未満5割以上→8割を超えるまで継続実施　   　　Ｃ：5割未満→目標の見直し

A

コロナ禍でここ2年ほど地域との交流も途切れていた
が、復活しつつある。教職員アンケートでは地域や外部
の方々と連携した体験的な活動を2回以上行えた学級は
70％であった。

情報提供手段として一斉メールの運用強化。月に４
回以上のHP更新と学校・学年・学級だよりの充実を
図る。

教職員の成果評価と保護者の満
足度
（教職員・保護者アンケート）

学校の情報提供については今年度も高い評価を維持する
ことができた。2学期からはツイッターを始め、日常の
学校生活の様子を届けられるように取り組んだ。欠席連
絡は保護者の利便性を考慮し、ICTを活用した。

地域の人材・施設・自然環境を積極的に導入した体
験的な学習、及び保護者の協力を得た活動・学習を
年間２回以上実施する。

教職員の成果評価
（教職員アンケート）

80

88%開
か
れ
た
学
校

（中期経営目標）
積極的な情報提供、計画的
な連携を地域・保護者と深
める教育を推進する。

（短期経営目標）
地域・保護者との連携と、
学校教育情報の積極的な提
供

111％ A

70
保護者や児童に対して、健康増進に関する啓発を継
続的に行い、児童の健やかな体の育成を図る。

う歯の治療率・病気欠席者
数・学校保健委員会資料の提
供（う歯の治療率・保護者ア
ンケート）

100%

70

80

C

九小は全校の児童数が少なく、目が行き届く環境にあ
ると思う。今後も子供に信頼される教師の育成やカウ
ンセラーの充実、相談できる体制作りも重要である。
いじめについて警察の方から話を聞くなどの機会もあ
るとよい。

読書は豊かな心を育てることや、思考力を高める
語彙量を増やすこともつながることから、引き続
き重視する。図書委員会の主体的な取組も多く行
われるよう支援する。達成目標については毎年見
直しをしていく。

体育授業における肯定的評価と
外遊びをする児童の割合
（教職員・児童アンケート）

挨拶に関してはよくできている児童が多いが、言葉づか
いに関しては課題が残った。ゲームの世界で使われる激
しい言葉が日常でも使われることがあった。児童アン
ケートでは自己評価が高かったことから、言葉使いに対
する意識の低下が考えられる。

80

相手への思いやりと規範意識
に対するの取組評価（教職
員・児童アンケート）

80

100% A

3.7

3.7

3.5

3.3

3.7

3.8

3.3

3.3

3.6

3.3

3.5

3.4

校内の研究会では、お互いの授業を見せ合い、研
鑽し合う時間を今年度以上に確保した。また、
日々のOJT研修の機会を増やし、タブレット端末
を活用した効果的な指導方法についても追究して
いく。

定期的な校内委員会、毎日の職員打合せの時間などを活
用して教員同士の連携を強化し、必要に応じて合理的配
慮に関する授業も行っている。また、特別支援のアドバ
イザーによる研修会を行い、個に応じた支援に対する指
導力の向上を図った。

読書量については、個人による差が大きい。全体として
は目標値には遠く届かなかったが、目標の3倍も読んで
いる児童もいる。3学期は1～3年生に向けて、保護者や
地域の方による「読み聞かせ」を数回実施することがで
き、児童も熱心に聞き入る様子が見られた。

児童アンケートで「学校が楽しい」と答えた児童は全校
の平均で85％であった。低学年の方が高い傾向にあ
る。この項目は100％を目ざすものであることから、一
層の努力を要すると考える。

「考えること」は「言葉」を通して行われること
から、思考力を育てるためには言語活動の充実が
必須である。文章の構成や書き方を具体的に指導
し、児童が書くことに困難を感じることがないよ
うにしていく必要がある。

朝学習を強化し、漢字・計算のドリル学習を行
う。ベーシッドリル週間の設定、タブレット等の
活用なども含めた取り組みを行う。また、家庭学
習習慣の重要性について児童・保護者に対して啓
発を続ける。

道徳授業地区公開講座において、巡回相談心理士
による講演を行ったり、特別支援教室の授業公開
や相談日の設定をしたりして、保護者の方々の理
解も深め、連携して指導に当たれるようにする。

九小が育ててきた年長者としての自覚が身に付い
ている結果であり、社会に出たときに大切な力と
なっていくことである。縦割り班活動は、集団へ
の貢献と責任という意識を醸成するために大きな
役割を果たしていることから、一層重視してい
く。

言葉づかいについては、具体的な例を出して指導
を重ねていく。規範意識については、児童アン
ケートから低学年より高学年に課題があるため、
道徳の時間や縦割り活動などで理解を深めてい
く。

まずは楽しく分かる授業作り、安心して過ごせる
学級経営に取り組む。また定期的な校内委員会、
毎週の教職員打合せの時間を活用した情報共有や
いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期解決
に努める。

70

これまで紙ベースで家庭に配付していた学校だよ
りや学校通知を、データでも届けられるよう計画
している。学校HPに掲載されるより早く、家庭
に届くようにしていく。

地域とともに歩む学校をめざし、次年度も、地域
の人材・施設・自然環境を積極的に導入した体験
的な学習、及び保護者の協力を得た活動・学習を
推進していく。どの学級も年間２回以上実施でき
るようにする。

児童アンケート・保護者アンケートともに縦割り活動に
対する肯定的評価が高かった。実際、休み時間に子供が
怪我をしたり、言い合いをしたりしていると、上級生が
保健室まで連れてきたり、間に入って話を聞いたりする
場面が見られ、思いやりや上級生としての責任という意
識をもつ児童も多い。

う歯の治療率は52％程度となっており、保護者に対す
る啓発が重要な項目である。この課題は全市的な傾向で
もあり、今後とも市内の関係部署との連携等も視野に入
れて改善のための手立てをさぐる。

マスクを付けている期間には、十分な運動量を確保する
ことが難しかった。しかし、3学期には持久走に取り組
むなど徐々に体力向上の取組ができるようになってい
る。

引き続き、保護者への啓発を続け、治癒率の向上
を図る。特に春の健診直後から夏季休業期間にか
けての取り組みを強化する。

年間を通して、児童自身が体力向上に向けた目標
をもたせること、持久走や縄跳びに取り組む週間
を設定すること、休み時間の外遊びで、意図的に
日常の運動習慣を養う取り組みを行う。


