令和元年度

学校自己、及び、学校関係者評価表

武蔵村山市立雷塚小学校
【学校運営協議会・会長】

〇急激な社会的変化の中でも、未来の創り手となるために、言語や文化の理解を通して言語能力の向上を図り、主体的に学び、多様な他者と協働することによって、新たな価値を生み出していける資質・能力を
育む。生きる喜びに満ち、常に前向きで笑顔あふれる学校づくりをし、次のような児童を育成する。
経営理念
(1)自ら学び、考え、工夫する、創造力豊かな子
(2)互いを尊重し、寄り添い、支え合う、思いやりのあるやさしい子
(3)すすんで心身を鍛え、何事にもチャレンジする、たくましい子
(4)常に目標をもち、あきらめず、最後までがんばりぬく、つよい子

自己評価

経営目標
（中期・短期を明記）

7月

目標達成のための方策
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・ベーシックドリル診断
シートの結果
・児童調査（学習項目
⑨）や保護者アンケート
（項目③）の結果

【中期】「主体的・対話的で
深い学び」につながる授業改
善を行う。
【短期】校内研究会を通し
て、教師相互の授業力の向上
を図る。

①国語科の授業を中心に、児童に読み解く力を育成する
ために、児童が主体的に学べる学び方を重視した授業改
・児童調査（学習項目⑥
善を行う。
⑦⑧）や保護者アンケー
②児童が、自ら考え、自ら課題を解決する力を育成する
ト（項目⑧）の結果
ために、各教科等の授業で、児童が相互に関わり合いを
大切にした授業を行う。

【中期】小中の連携を通し
て、系統性のある英語教育を
推進する。
【短期】英語の基礎・基本を
身に付け、積極的にコミュニ
ケーションを図るための授業
改善と教材開発に取り組む。

・英語に対する意識調査
や英語を使って積極的に
コミュニケーションを図
ろうとする児童の割合
・児童調査（学習項目
⑪）やパフォーマンステ
ストの結果

①英語活動支援員やＡＬＴ、中学英語科教員と連携して
授業を行うことによって、児童のコミュニケーション力
の向上を図る。
②毎週、英語支援員やＡＬＴと一緒に担任が教材研究を
行い、児童のコミュニケーション力を向上させるための
教材開発や授業改善を行う。

①年間3回のふれあい月間で、いじめアンケート調査を
【中期】いじめ撲滅の取組
行い、気になる記述をした児童に対して丁寧に聞き取り
（※共通）
をし、迅速に対応する。
【短期】いじめ問題の未然防 ②ＳＣを活用し、第5学年児童の全員面談を行う。
止、早期発見、早期対応を組 ③教職員の報告・連絡・相談を徹底する。気になること
織的に行う。
があれば、校内いじめ対策委員会で迅速に対応し、関係
諸機関と連携しながら、適切に課題の解決を図る。

・ふれあい月間のいじめ
アンケート調査の結果
・児童調査（生活項目①
⑧）や保護者アンケート
（項目⑦⑩）の結果

①校内委員会を月1回の定例会及び随時開催し、特別な
支援を要する児童の対応について検討し、改善策を立て
【中期】特別な支援を要する
る。
児童・生徒への対応（※共
②ＳＣや特別支援教室の巡回指導教員、巡回相談臨床心
通）
理士、関係諸機関などと連携し、特別な支援を要する児
【短期】個に応じた特別支援
童への早期対応と適切な支援を行う。
教育を組織的に推進する。
③校務分掌の特別支援部を中心に、特別支援教育の研修
を計画的に実施し、教員の指導力向上を図る。

・特別な支援を要する児
童に対する指導の工夫
や、関係諸機関等と連携
した支援を意図的に実施
した教員の割合
・特別支援教育に関する
研修などに積極的に参加
し、自ら学ぼうとした教
員の割合

【中期】豊かな人間関係づく
りを通して、児童の自己肯定
感を育み、思いやりの心を育
てる。
【短期】特別の教科「道徳」
の授業を通して、自他を尊重
し、人との関わりを大切にで
きる児童を育成する。

【中期】オリンピック・パラ
リンピック教育の推進（※共
通）
【短期】オリンピック・パラ
リンピックへの理解を深め、
障害者スポーツを含めたス
ポーツへの関心を高める。

①特別の教科「道徳」の全体計画や年間計画に基づき、
各学年の発達段階や児童の実態に応じた指導を行う。
②特別の教科「道徳」の授業を充実させるために、教材
開発や授業研究を行う。
③各教科等と関連付け、全教育活動を通して、考え、議
論する道徳の授業の授業改善を行う。

①オリンピック・パラリンピック教育年間指導計画に基
づき、「オリンピック・パラリンピック学習読本」「オ
リンピック・パラリンピック学習パンフレット」「オリ
ンピック・パラリンピック教育映像教材」「オリンピッ
ク・パラリンピック学習ノート」等の資料を各学年で活
用する。
②オリンピック・パラリンピック教育文化プログラムを
活用し、様々な文化に対する理解を深める。

①体力テストの結果分析に基づく改善策を全教員で共有
【中期】体力の向上を図る。 し、分掌担当が中心となって共通実践を図る。
【短期】体育の授業改善及び ②体育集会や持久走月間、業間遊びの奨励、十分な運動
体育的活動の充実を図る。
量を確保するための体育の授業改善を校内全体で進め
る。
【中期】保護者や地域及び専
門家との連携による教育活動
の充実を図る。
【短期】保護者や地域の人
材、専門家等の外部人材を積
極的に活用し、創意工夫ある
教育活動を展開する。

①地域の人材や専門家を講師として招聘し、授業に積極
的に活用する。
②学校運営協議会の教育支援部が中心となって、計画的
に学習支援ボランティアの募集と配置を行い、学習活動
を充実させる。

【中期】家庭・地域・学校の
信頼関係を構築する。
【短期】多くの学校情報を計
画的に発信し、家庭・地域の
理解と協力を得る。

①学校・学年・学級便りやホームページを活用し、計画
的に学校の情報を発信する。
②保護者会や個人面談等では、学校や子供たちの様子な
どについて分かりやすく書かれている資料を活用し、家
庭の理解と協力を得る。

【中期】チームで解決、創造
し、学校運営を活性化する。
【短期】校内の多様な人材、
専門スタッフ、地域、保護者
等と連携して環境を整え、協
働で学校運営や教育活動を推
進し、課題解決を図る。

目標値
達成値

①東京ベーシックドリルの診断シートを６月と２月に実
【中期】全児童に対しての基 施し、内容の８割以上の定着を図る。間違った箇所は、
礎学力の定着（※共通）
必ず児童に訂正させ、確認を行う。
【短期】児童一人一人の学習 ②単元のテストや学力調査の結果から、各学年で児童の
状況を把握し、個に応じた指 つまずきや指導改善のポイントを分析する。授業改善プ
導の工夫改善を図る。
ランへ反映させ、週ごとの指導計画案に記載して実践す
る。
確
か
な
学
力
の
向
上

評価指標

1月

・特別の教科「道徳」の
授業改善に意欲的に取り
組んだ教員の割合
・児童調査（生活項目③
⑪）や保護者アンケート
（項目⑤）の結果

・オリンピック・パラリ
ンピック教育資料の活用
を図り、授業実践した学
級の割合
・児童調査（学習項目
⑩）のオリンピック・パ
ラリンピックに関する記
述内容
・運動に意欲的に取り組
んだ児童の割合
・課題となる運動能力の
向上のために授業改善を
図り実践した学級の割合
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各学年で、朝学習や算数の授業の始めに、既習単元や四則計算の問題
を解く時間を設ける。児童に短時間で、継続的に復習することを積み重
ねさせ、基礎学力の定着を図る。
また、家庭学習において、既習問題に取り組ませることで、復習する
習慣を身に付けさせたり、自主学習で自分の課題に取り組むことで学習
習慣を身に付けさせたりし、基礎学力の定着を図る。ラインズ「eライ
ブラリアドバンス」を活用する。

２年生のように成績下位層の児童が減少するように手
だてを講じてほしい。特に、かけ算九九や四則計算の問
題を繰り返し解かせ、基礎学力の定着を図るようにして
ほしい。
家庭学習も大切なので、児童だけでなく保護者にも呼
び掛けることによって、協力体制を築いてほしい。

今年度は、教員の「学び」に重点を置いて研究を行った。教員が模擬授
業検討会や、ブッククラブ（本の交流）を通して、授業改善や学習者目線
での学びについて意欲的に学んだ。
また、児童相互の関わり合いを意識した授業づくりをすることで、児童
に「考える力」が少しずつ付いてきている。達成度はまだ７７％である
が、１月は７月に比べると１０ポイント上がっている。このことから校内
研究の取組が児童の「深い学び」にもつながっていると考えられる。

来年度は、教科を国語科に絞らず、様々な教科で授業改善に取り組ん
でいく。児童相互の関わり合いに重点を置き、対話を通して課題を解決
し、考えを深める授業づくりを行う。
さらに、ホワイトボードに児童の意見を可視化したり、朝学習や国語
科の時間にペアトークを行ったりするなどして、日常的に児童のファシ
リテーション能力や対話力を高める実践をする。
また、日頃の授業についても、教員間で教材研究を行い、教員の力も
同時に高めていく。

模擬授業検討会やブッククラブは、とてもよい取組だ
と思う。来年度は全教員が定期的に模擬授業検討会を実
施し、すべての教員の授業力を高め、児童の学力向上に
つなげてほしい。
児童の「考える力」を付けることは、とても大事だと
思う。今年度の取組を生かして、来年度は「主体的・対
話的で深い学び」につながるように、児童が日常的に対
話ができる環境を整えてほしい。

来年度より新学習指導要領が全面実施される。その趣旨に基づき、授業
づくりにおいて、どの学年でも児童が英語を使う必要性を感じ、英語を使
いたいという意欲を高められるような活動を各単元の最後に設定した。ま
た、英語の授業を、他教科や学校行事等と関連させ、指導計画を立案し
た。
評価については、昨年度に引き続き今年度も評価規準や評価方法を検討
し、実施した。なお、目標値は、昨年度とおおよそ同程度であり、さらな
る改善が求められる。

来年度の新学習指導要領の全面実施に向けて、新学習指導要領におけ
雷塚小学校の子供たちの様子を見たり聞いたりしてい
る英語指導のポイントについて、教員一人一人が確実に理解できるよう ると、英語の力が確実に付いてきていると思う。来年度
に周知する。また、児童が英語を使う必然性を感じ、英語を使いたいと も外国人に英語を話す状況を作り、必然的に英語を使う
いう意欲をより高められるようにするために、自分たちが住んでいる地 場面を作ってほしい。
域のことや日本の文化について、学習したことを生かして実際に外国人
に紹介できるような指導計画を立てていく。
さらに、他教科でも、言語活動を通してコミュニケーション能力を育
てることを意識させ、上手く伝えられないときでも最後まで諦めずに伝
えようとする手立てを講じていく。

毎学期に調査しているいじめアンケートでは、気になる記述をしている
児童に対して、まずは担任が児童から聞き取りをし、その後生活指導主任
に報告している。問題がある場合は管理職に報告し、迅速かつ丁寧に対応
している。
毎週火曜日にSCに児童の観察や相談をしてもらい、様々な視点から状況
の把握に努めた。
週に１回の生活夕会では、教職員と情報共有を行った。その中で、組織
的に対応すべき案件を確認し、全教職員でいじめの防止対策に取り組み、
改善することができた。

学級等で気になる児童がいる時には、必ず生活指導主任や特別支援
コーディネーター、管理職に報告・連絡・相談を迅速にする。また、週
に一度の生活指導夕会で、情報の共有をする。
SCが児童の様子を観察したり、児童からの相談を受けたりして、Ｓ
Ｃの立場から当該クラスの担任に児童の対応についてアドバイスをす
る。
早期解決が困難な問題に関しては、関係者を集めて校内委員会を開
き、全校体制で対応する。

児童の様子に気を配り、小さいことでも見逃さず、す
ぐに対応できるように、引き続き丁寧な指導を心掛けて
ほしい。
いじめの早期発見・早期解決をするために、担任から
だけではなく、児童自身からも困ったことなどについて
声を上げることができる環境を作ってほしい。

７月に比べて、１月の数値が上がっている。これは、特別に支援が必要
な児童について、適切に巡回相談やケース会議が開かれていることがその
要因として考えられる。年間を通し、巡回相談やケース会議により、児童
の学校生活における課題が改善された事例が多かった。改善が見られな
かった事例については、支援を継続していく必要がある。
特別支援教育の研修は計画的に実施した。ＳＣによる認知行動療法の考
え方を生かした児童への関わり方の研修は有意義な研修となった。

来年度も継続的にケース会議をし、巡回相談心理士を活用しながら、
支援を要する児童についての対応を検討する。支援を要する児童につい
ては、困り感の高い児童だけでなく、学習面やコミュニケーション面に
課題のある児童を巡回相談心理士やSCに観察を依頼し、適切な対応が
できるよう連携を図りながら進める。また、ケース会議や巡回相談を
行った児童のその後の様子を定期的に生活夕会で情報共有し、校内全体
で継続的に支援していく。

雷塚小学校の教員が日々適切に児童の対応をしている
おかげで、児童がとても落ち着いて学校生活を送ってい
る。今後も児童の様子に気を付け、指導を継続してほし
い。
雷塚小学校の教職員だけでなく、地域の住民として、
児童の様子を見守り、声を掛けていきたいと思う。

特別の教科「道徳」を通して、児童に自己の生活を見つめ、考えを深め
させることができた。各教科等と関連させた指導を行うことにより、学ん
だ内容を児童が実生活と結び付けて考えるようになってきた。
各家庭には、毎学期の通知表を通して、児童の成長の様子を伝えてい
る。道徳授業地区公開講座では、重点指導目標である「感謝」を共通の
テーマに据え、全学級で授業公開を行った。次年度は、オリンピック・パ
ラリンピック教育と関連させ、指導のさらなる充実を図る。

児童に豊かな心を育むために、パラリンピック観戦や異文化交流、ボ
動植物を育てることも思いやりの心を育むことにつな
ランティア活動などの体験的な活動を、ねらいとする価値項目と関連さ がると思う。
せながら、指導の充実を図る。
来年度も道徳教育を充実させ、児童に豊かな心を育ん
また、地域の教育資源を教材化し、地域の方をゲストティーチャーに でほしい。
招くなど、地域や保護者参加型の道徳教育を推進する。
学校、家庭及び地域社会が一体となって児童の豊かな心を育むため
に、道徳授業地区公開講座の意見交換会を充実させる。活発な意見交換
会にするために、学校としてのねらいや保護者のニーズに応じた内容を
検討する必要がある。

昨年度までは、障がい者理解を深めるために、パラリンピック教育を中
心に学習を進めてきた。今年度は「オリンピックの精神」「スポーツ志
向」「国際理解」に力を入れた実践を行った。
文化プログラムでは、日本の伝統と文化に対する関心を深めるために、
歌舞伎公演を行った。また、国際会議日本代表の青柳秀幸さん、アーティ
スティックスイミングでリオオリンピック銅メダリストの小俣夏乃選手、
新体操の古井里奈選手、川東拓斗選手を招き、オリンピックの歴史や、意
味などについても詳しく学習した。さらに、新体操の実演も見学した。

次年度は、９月にパラリンピック観戦が全児童で予定されている。そ
のため、オリンピック・パラリンピック教育に関する教材を活用し、９
月のパラリンピック観戦に向けての準備を進めたり、「ようい、ドン！
スクール」などの取組を生かした授業づくりを推進していく。
昨年度のようなオリンピアンからの講演会などは、次年度に組織委員
会との調整を重ね、意図的、計画的に進めていく予定である。
また、特別の教科「道徳」での重点項目として、オリンピック・パラ
リンピックに関連する価値項目を取り上げ、学校教育全体でオリンピッ
ク・パラリンピック教育の充実を図る。

体力テストの結果から、前年度の課題として上げられていた柔軟性と敏
捷性については課題が改善された。今年度は投げる力について課題が見ら
れた。
持久走月間では、持久走の目標の周数を見直し、児童の実態に合うよう
に設定し直した結果、目標に向けて取り組む児童が増加し、児童の運動の
習慣化につなげることができた。

ドッジボール大会に出場したり、野球クラブに所属していたりと投げ
球技は、経験上、できる子とできない子にはっきりと
る力が付いている児童がいる一方、運動をあまりせず、投げ方が分から 分かれるものなのだと思うので、運動神経にかかわら
ない、投げる力が付いていない児童もいるため、学校全体として、投げ ず、運動を楽しめるように工夫してほしい。
る力について二極化の傾向がある。
投げる活動に慣れ親しむことはとてもよいことだと思
来年度は、日常的に投げる活動に慣れ親しむことができるよう、工夫
う。休み時間に外に出て遊ぶだけでも体力の向上につな
したい。

今年度は体力テストや展覧会を中心に保護者ボランティアを募った。ボ
ランティア活動が様々な授業や行事の中で行われ、保護者ボランティアの
取組が定着してきた。達成値が7月79％、1月80％となり、今年度も保護
者ボランティアや、外部講師を招いた授業を行うことができた。
最終評価も、前年度の７６％より４％向上している。今年度は、4月当
初にボランティアを登録制にせず、各行事や学年でボランティア募集のお
知らせし、募集をかけた。保護者への理解を促進し、一定数の人数の確保
ができた。

今年度は、大きな行事だけは全校で保護者ボランティアを募った。次
保護者ボランティアは登録制だけでなく、得意分野に
年度に向けて、体力テストをはじめとした各種の学習支援ボランティア 分けて募集をしてもよいのではないかと思う。保護者や
の募集の仕方を登録制にするかどうかを再検討したい。
地域の人材力を有効活用できるとよい。
6月や10月の土曜公開授業では、保護者と連携した授業の実践を行
えるように工夫する。外部講師を招いた授業では、地域との協力体制も
あり、より充実した授業を行うことができた。来年度もどのような授業
内容で行うかを検討し、外部講師を積極的に活用し、内容をより充実で
きるようにする。

今年度、学校からの情報発信に対して、肯定的な回答をしている保護者
の割合は全体の約９5％を超え、高い数値であった。この数値は過去３年
間と比べ、最高となった。保護者会や個人面談での資料、学校・学年・学
級だより・ホームページなどの内容、発行回数は適切な水準を保って発行
していると思われる。

今年度の情報発信に対する保護者の肯定的な支持を来年度も維持する
保護者の関心が学校に向いてきたよい傾向にあると思
ために、引き続き学校・学年・学級便りや、ホームページの内容を精選 う。引き続き学校から情報発信をし、保護者に啓発して
しながら、学校から情報を発信する。学校便り・ホームページは毎月更 充実した教育活動を展開してほしい。
新・発行し、学年・学級便りは各学年・学級で定めた発行時期で定期的
に発行する。

学校内外での様々な方の支援や協力により、充実した教育活動ができ
た。事務職員や用務員、学校清掃員、補助教員、スクールサポート・ス
タッフ等との連携をよりスムーズに図ることができた。また、ＳＣや学校
司書、ＡＬＴ、英語活動支援員等と打ち合わせを綿密にすることで、児童
についての情報を共有したり、授業内容の充実を図れたりした。
学校内外の方々と連携を図ることで、仕事の効率化や効果的な職務遂行
につながりつつある。多くの場面で、チームを意識した学校運営ができる
ようになってきた。

最終評価が80％を超えたため、新たな目標の設定が求められる。働
教職員が連携することで効率的に職務の遂行ができる
き方改革の中で、多様な人材との連携の在り方について、より効果的な ようになってきたと思う。来年度はさらなる業務改善に
方策を見付けていくことが必要である。また、他校での取り組みなど、 取り組み、教職員が「ワンチーム」になって教育活動を
参考にできることは取り入れ、業務内容の取捨選択と質的向上を図る。 推進してほしい。

昔はオリンピックの競技はスポーツそのものが競技で
あったが、今は様々な種目があり、多くの人に可能性を
広げている。身近なものがオリンピック・パラリンピッ
クの競技として成り立つことは、とてもよいことである
と思う。

Ｂ：８割未満5割以上→8割を超えるまで継続実施
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がるので、さらに外遊びを奨励してほしい。
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A

平均値
【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
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改善策(来年度の目標設定、具体記な取組目標)

東京ベーシックドリル（算数）の７月と２月の結果を比較すると、ほと
んどの学年で正答率が上がっている。２年生では成績下位層が減少し、全
体的に成績が上がってきている。その一方で、３年生以上の学年は、成績
上位層も成績下位層も共に増加傾向にある。学年が上がるにつれて、学習
内容の理解や定着の個人差が大きくなっているのではないかと考える。

67

80

・学校の情報発信に満足
している保護者の割合

①事務職員や学校清掃員、補助教員、スクールサポート
・多様な人材や学校関係
スタッフ等の校内人材、ＳＣや学校司書、ＡＬＴ、英語
者と連携し、職務遂行を
活動支援員等の専門スタッフ及び地域、保護者と連携
効果的にできたと感じる
し、学年や分掌等の職務を効果的に遂行する。
教員の割合

B

79

79

・学校・学年・学級便り
の発行回数やホームペー
ジの更新回数

B

80

・地域の人材や専門家、
学習ボランティアを活用
して授業を実施した学級
の割合

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。)
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様式４

評価

80
78

敦司

５月２０日（月）
10月２４日（木）
2月１８日（火）

学校関係者評価

最終評価

達成値 達成度

古川

学校運営協議会（学校評価分）第１回
第２回
第３回

Ｃ：5割未満→目標の見直し

4

3.8

