平成３０年度 日野市立豊田小学校経営重点計画
★学校教育目標
〇たくましい子
〇たすけあう子
◎かんがえる子

自己評価シート

平成３１年３月公表

★重点計画の概要

★目指す学校像（ビジョン）
【めざす児童・生徒像】 ①

心身共に強く健康な児童

【めざす学校像】

①

学び活動する楽しさがあふれる学校

【めざす教師像】

①

全ての児童に学ぶ喜びを味わわせる教師

領域

中期経営目標

②

短期経営目標

温かな心をもち、力を合わせて活動する児童
②

③

保護者・地域と共に歩む学校

②

③

学校組織を活性化させる教師

児童相互の友情や信頼を築く教師

具体的方策

全ての児童に基礎・
基本を定着させるとと
もに、積極的に授業に
参加し、「できる」
学び 「わかる」喜びを体感
できる授業を実施する
ことで、児童の自己肯
定感を高める

・問題解決的な学習を取り入れ
た学習を展開し、目標を明確に
もたせ、学習への取り組みを通
して達成感や成就感を味わわ
せ、児童一人一人の自己肯定感
を高める指導をする

・様々な教科で積極的にアクティブ・ラーニング
を取り入れた問題解決学習を展開する

・授業のユニバーサルデザイン
化を図る

・どの児童にもわかりやすく、学習課題を明確に
もって取り組めるUD化した授業を展開する

保護者や地域と共に
活動し、学ぶ教育活動
を推進することを通し
地域 て、学区域（豊田、川
辺堀之内、南平）や日
野市に愛着をもち、考
える児童を育成する

・PARCの学習過程を踏まえた指導を実施す
・生活科・総合的な学習の時 る
間を核に、地域の中で学ぶ学
習活動を繰り返し行い、その ・生活科や総合的な学習の時間で、共に学び
成果を保護者や地域に発信す 合い課題を解決する授業を展開する
る
・昨年度までの研究の成果を生かしつつ、指
導計画の改善に取り組む

・目標を明確にもたせ学習への取り組みを通して
達成感や成就感をもたせ、児童一人一人の自己肯
定感を高めるような授業を展開する

・いじめアンケートを2か月に1回実施し、児
・スクールカウンセラーと連
童の実態を把握することで児童理解に努める
携しながらいじめの早期発
見・早期対応をする
・担任や児童同士で協力したり認めたりする
いじめゼロを目指す
機会を意図的、計画的に設ける
・児童全員の居場所があり、
教師と児童、児童同士が信頼
・「思いやり・親切」「いじめ」に関する授
できる学級を実現する
業を各担任が学期に１度行う

評価指標・評価基準
評価点

・児童会、委員会、クラブ、
児童に主体的に学校
学級会等における会議の進め
生活上の課題を解決さ
特別
方のスタンダードを作成する
・なかよし班活動の目的を意識した活動を行わせ
せることを通じて、人
活動
るため、班長への事前指導を徹底する
と主に考える力を身に
・なかよし班活動を充実させ
付けさせる
る
・異学年の交流を深めるために、なかよし班会議

・体育的行事を通じて運動のよ
さや成就感を味わわせる

食への感謝の心をも
ち、食に関する知識及
食育 び判断力と望ましい食
習慣を身に付けた児童
を育成する

・スタートカリキュラムを整備し、
小学校生活への円滑な適応を図る

・６年生に中学校生活に対する見通
した希望をもたせる

・部活体験や出前授業など中学校生活を体験させる機会
をもつ

※評価指標・評価基準は、２の段階を現状としています。

自他の「いのち」を尊重し合い、望ましい人間関係を構築する指導を積極的に推進する教員が８０%以上

成果指標

4

自他の「いのち」を大切にしようとする意識が高まったと感じた児童が９５%以上

3

自他の「いのち」を大切にしようとする意識が高まったと感じた児童が９０%以上

4
2

自他の「いのち」を尊重し合い、望ましい人間関係を構築する指導を積極的に推進する教員が７０%以上

2

自他の「いのち」を大切にしようとする意識が高まったと感じた児童が８０%以上

1

自他の「いのち」を尊重し合い、望ましい人間関係を構築する指導を積極的に推進する教員が７０%未満

1

自他の「いのち」を大切にしようとする意識が高まったと感じた児童が８０%未満

4

どの児童にも目標を明確にもたせ、学習への取り組みを通して達成感や成就感をもたせる授業を積極的に行った教員が９０%以上

4 自己肯定感が高まったと感じた児童が９５%以上

3

どの児童にも目標を明確にもたせ、学習への取り組みを通して達成感や成就感をもたせる授業を積極的に行った教員が８０%以上

2

どの児童にも目標を明確にもたせ、学習への取り組みを通して達成感や成就感をもたせる授業を積極的に行った教員が７０%以上

1

どの児童にも目標を明確にもたせ、学習への取り組みを通して達成感や成就感をもたせる授業を積極的に行った教員が７０%未満

1 自己肯定感が高まったと感じた児童が８５%未満

4

地域と関わりのある単元を計画し、課題を追求する授業を展開した教員が９０%以上

4 日野市や豊田のよさを表現することができた児童が全体の９０%

3

地域と関わりのある単元を計画し、課題を追求する授業を展開した教員が８０%以上

2

地域と関わりのある単元を計画し、課題を追求する授業を展開した教員が７０%以上

1

地域と関わりのある単元を計画し、課題を追求する授業を展開した教員が７０%未満

2

3

3

3 学期末に継続しているいじめの件数が学校全体で１件

2

３日に１回、「思いやり・親切」「いじめ」にかかわる指導を行う

2 学期末に継続しているいじめの件数が学校全体で２件

1

１週間に１回、「思いやり・親切」「いじめ」にかかわる指導を行う

1 学期末に継続しているいじめの件数が学校全体で３件以上

4

話し合い活動（学級会）を月に１回以上実施する教員が９０%以上

4

3

話し合い活動（学級会）を月に１回以上実施する教員が８０%以上

3
3

2

話し合い活動（学級会）を月に１回以上実施する教員が７０%以上

2

1

話し合い活動（学級会）を月に１回以上実施する教員が７０%未満

1

4 休み時間、校庭に出て元気に遊ぶ指導をした教員が９０%以上

誰もが安心して自分の意見を言えるよ
う、温かい学級の雰囲気が大切である。
話合いをとおして、異なる意見の相手を認
め、協力していくことを学んでほしい。
話し合いで課題を解決するための意見を言うことができたと答える児童が７０%以上
「なかよし班活動」は、異学年のとてもよ
い交流の機会となっているので、活動の目
話し合いで課題を解決するための意見を言うことができたと答える児童が６０%以上 的などを保護者へ丁寧に説明していけば、
活動がさらに充実するのではないか。
話し合いで課題を解決するための意見を言うことができたと答える児童が６０%未満

3 「体を動かすことが楽しい」と答える児童がクラスの８０%以上
4

2 休み時間、校庭に出て元気に遊ぶ指導をした教員が７０%以

2 「体を動かすことが楽しい」と答える児童がクラスの７０%以上

1 休み時間、校庭に出て元気に遊ぶ指導をした教員が７０%未満

1 「体を動かすことが楽しい」と答える児童がクラスの７０%未満

4 食への感謝の意識を高める指導を毎日行う教員が９０％以上

4 常時完食する児童がクラスで９０%以上

3 食への感謝の意識を高める指導を毎日行う教員が８０％以上
4

3 常時完食する児童がクラスで８０%以上
4

2 食への感謝の意識を高める指導を毎日行う教員が７０％以上

2 常時完食する児童がクラスで７０%以上

1 食への感謝の意識を高める指導を毎日行う教員が７０％未満

1 常時完食する児童がクラスで７０%未満

4 年間５回以上

4

８０%以上の１年生の児童が「学校は楽しい」と答え、６年生児童が「中学校生活に期待していることがある」と答える

3

７０%以上の１年生の児童が「学校は楽しい」と答え、６年生児童が「中学校生活に期待していることがある」と答える

2 年間３回、幼保中との交流活動を行う

2

６０%以上の１年生の児童が「学校は楽しい」と答え、６年生児童が「中学校生活に期待していることがある」と答える

1 年間２回、幼保中との交流活動を行う

1

「学校は楽しい」と答える１年生の児童及び、「中学校生活に期待していることがある」と答える６年生児童が６０%未満

幼保中との交流活動を行う

3 年間４回、幼保中との交流活動を行う
4

いじめアンケートやSOSの出し方教
育など、「いのち」を大切にする取組
を充実させてほしい。豊田小は男女が
仲良く活動しているので、引き続き思
いやりのある子供を育成してほしい。
「何でもだめ」と禁止するのではな
く、子供自らが体験し、失敗や成功の
実感を味わわせていくことが大切であ
る。

話し合いで課題を解決するための意見を言うことができたと答える児童が８０%以上

4 「体を動かすことが楽しい」と答える児童がクラスの９０%以上

3 休み時間、校庭に出て元気に遊ぶ指導をした教員が８０%以上
3

「いのち」とは、生きていく力であ
り、すべての活動の基盤となる。一人
一人の多様な個性（いのち）が伸長さ
れ、輝いていくように、人権教育や道
徳教育を充実させていってほしい。ま
た、様々な活動をとおして、自分が大
切にされていることに気付かせていっ
てほしい。

地域をステージにした学習はとても
素晴らしい。子供たちが自ら考え、地
域とのをつながりを大切にしながら、
3 日野市や豊田のよさを表現することができた児童が全体の８０% 自信をもって学習を展開している。地
域を身近に感じているようである。今
後も、地域の教育力や教育資源を大い
2 日野市や豊田のよさを表現することができた児童が全体の７０% に活用してほしい。地域からも学校へ
発信していき、連携をより深めていき
1 日野市や豊田のよさを表現することができた児童が全体の７０%未満 たい。

4

2

学校評議員・学校運営協議会の
意見

目標をもって意欲的に学習に取り組
み、「できた」「分かった」という達
成感を味わわせてほしい。また、授業
3 自己肯定感が高まったと感じた児童が９０%以上９５%未満 中にだれもが安心して発言できるよ
う、グルーピングや机の配置などにも
工夫を加えていくとよいだろう。授業
2 自己肯定感が高まったと感じた児童が８５%以上９０%未満 の理解が深まるよう、家庭学習を定着
させることが大切である。

4 学期末に継続しているいじめの件数が学校全体で０件

２日に１回、「思いやり・親切」「いじめ」にかかわる指導を行う

3

・特別支援教育の視点にたったスタートカリキュラムを
活用し、小学校生活に適応できるよう、見通しをもたせ
る

幼保 学びの連続性の中で、 ・幼保と定期的に交流することに
・１年生の生活科や３・４・５年生の総合的な学習の時
小中 希望をもって学校生活 よって、親近感や思いやりの心を育 間において、幼保小の交流を活発にする単元計画を整備
連携 を送る児童を育成する む
する

3

評価点

4 毎日、「思いやり・親切」「いじめ」にかかわる指導を行う

・各学年の実態に応じた体育用具を充実させ、活用することで
運動に親しませる

・食のありがたさ、大切さを ・ふれあい給食会（栄養士、調理員、地域の
理解させる
方との交流会食会）を全学級で実施し、食へ
の感謝の意識を高めるようにする
・望ましい食事マナーを身に
付けさせる
・給食時間の流れ（準備や片付け及び食事の
時のマナーなど）について、全教員共通理解
・給食を残さずいただくよう して取り組み、食事をする時間を確実に確保
にする
し、各学級の残菜を減らす

自他の「いのち」を尊重し合い、望ましい人間関係を構築する指導を積極的に推進する教員が９０%以上

4

・体を動かす楽しさや心地よさを感じ取ることができるよう
に、休み時間の楽しみ方を指導したり、休み時間に教員が一緒
に運動したりして、校庭で元気に遊ぶ指導をする。
・「ゲーム」及び「「ボール運動」領域の１単位時間の指導計
画をモデル化し、見通しをもって活動に取り組ませる

4

4

やなかよし班給食を実施する

運動を好み、進んで ・児童が体を動かす楽しさを味
体育 運動する児童を育成す わったり、運動に夢中になった
りする体育の授業を実現する
る

取組指標

4

・学級会の進め方のスタンダードを教員間で共通
理解し、子供まつりや運動会等の行事に向けての
話し合い活動で活用する

・休み時間には校庭で元気に遊
ばせる

郷土を愛し、自ら考え表現する児童

安全・安心で、豊かな情操を育む学校

・発達段階に応じ、道徳的な課題を自己の問
・全教育活動を通じて道徳教
題としてとらえ、「考え、議論する」道徳科
人権を尊重し自他の 育を推進し、豊かな心の育成
の授業を展開する。
を図る
いの 「いのち」を感じ、
「いのち」の大切さに
ち 気付き、「いのち」を ・自他の「いのち」を尊重し ・「いのち」の多様性やその大切さに気付く
ために、第２校庭の湧水を利用したビオトー
尊重する態度を育む
合い、望ましい人間関係を構
プや学級園、飼育しているヤギを活用した指
築する指導をする
導を積極的に行う

生活
指導

③

〇人権を尊重し自他の「いのち」を感じ、「いのち」の大切さに気付き、「いのち」を尊重する態度を育む
〇地域密着型の学習活動を実施し、地域や保護者とともに活動することを通して、地域に愛着をもち、地域のことを考える児童を育む
〇児童が「わかる」「できる」と言える授業を目指してユニバーサルデザイン化をすすめ、基礎基本の定着を図る
〇いじめの発生を防止する
〇食への関心を高めるとともに、自ら運動する習慣を身に付けさせることにより、健康で体力を高める児童の育成を図る

3

運動会では、子供たちが生き生きと
運動に取り組んでいる。動きがきびき
びとしていて、普段から体を動かすこ
とに力を入れていることが分かる。
運動する子としない子が二極化して
いる。また、昔よりも簡単に怪我をし
てしまう子も増えているようである。
日頃から運動に親しむような取組をた
くさん実施してほしい。
給食食材提供者との会食会は、子供に
とっても生産者にとっても刺激的で、貴重
な食育の場となっている。また、農家の方
へのお手紙を書く活動は教育効果があり、
価値ある活動となっている。
以前よりも残菜が減っているのは、こう
した取組の成果だろう。今後も地域と連携
して、食育を充実させてほしい。

小中の連携で、部活動体験や出前授
業など児童と生徒、児童と中学校教師
が交流する活動があり、進学に対する
不安を払拭できている。
保幼小の連携では、園児との豊かな
交流をとおし、互いに貴重な経験を積
むことができている。園児が小学校進
学を楽しみにするきっかけになってい
る。

結果の分析と改善策
「自分や他の人の命を大切にしようとして
いる」という質問に対して、９６％の児童が
あてはまると回答している。日常的な様々な
取組によって、人権や生命尊重の意識が育っ
てきている。一方で、あてはまらないと回答
している児童もいることから、日常的な指導
に加えて、個別指導を継続的に行う必要があ
る。また、保護者会で児童の姿を伝えたり、
学校、学年だより等で啓発したりしていき、
児童、保護者の意識化を更に推進する。
授業のUD化やICT機器の効果的な活用等に
より、児童が「できる・分かる」喜びが体感
できるような授業を展開していき、「授業が
分かりやすい」と回答する児童も９０％以上
となっている。しかし、「自信をもって頑張
れる」と回答する児童は８５％となってお
り、全ての児童に達成感や成就感を味わわせ
るには至っていない。児童が主体的に学習に
参加できるよう、児童の実態に合った課題を
設定し、話し合い、深め合う活動を更に充実
させていく。
今年度も地域教材や地域人材を活用した学
習を積極的に展開し、「地域のよさを理解し
ている」と回答した児童も８０％を超えてい
る。しかし、「地域の人とかかわるのが楽し
い」と回答する児童は７８％となっており、
地域の人とかかわることと地域のよさの理解
が一致していない。地域とのかかわりの中か
ら、地域のよさを実感できるような取り組み
をしていき、地域に貢献することができる児
童の育成を今後も目指していく。
児童アンケートから、多くの児童は先生が
いじめについて取り上げてくれると感じてい
る。教員自己評価アンケートでも、ほとんど
の教員が「思いやり・親切」「いじめ」にか
かわる指導を２日に１回以上行ったと回答し
ている。しかし高学年では担任に相談できな
いケースもあるため、全学年共通して、何か
悩みがあったら担任の先生だけでなく、学年
の先生やスクールカウンセラーにも相談でき
ることを様々な場面で伝えていく。
話し合いで課題を解決するために意見を言
うことができる児童が増えてきている反面、
意見を言えない児童が固定化されてきてい
る。各教科や道徳及び総合的な学習の時間で
も話し合い活動を取り入れた授業を積極的に
行う中で、相手を認め、尊重する姿を伸ばし
ていく。なかよし班活動では、長期休業日前
に地区班の保護者にも参加していただくこと
で、児童が地域に目を向けるきっかけとなっ
ている。今後更に活動を充実していくため、
取組内容について説明する場を設けていく。
なわ跳びタイム、ランニングタイム等を設
定し、年間を通して運動に親しむ態度を育て
る機会を設けたことで、体を動かす楽しさや
心地よさを感じる児童が増えてきている。外
遊びをする児童も増えてきているが、やや遊
びの内容が固定化されており、体力の向上に
結びついていないところがある。今後は体力
テストの結果から、特に東京都の平均を下
回っている力を伸ばしていけるよう、体育授
業や休み時間の外遊び等、日常的な取組内容
を改善していく。
今年度も給食食材生産者や調理員、校長と
のふれあい給食会を全学級で実施し、食への
関心や感謝の気持ちを高めることができた。
また、調理員の仕事内容をDVDにまとめたも
のや、栄養士からの給食に関する手紙を紹介
することで、給食の残菜が減り、完食する児
童が多くなった。次年度も引き続きこうした
活動を行い、保護者にも食べ物の好き嫌いを
なくす指導を学校と協力して行ってもらうよ
う促していく。
中学校との連携では部活動体験や出前授業
等から、中学校への期待が高まる一方で、中
には進学に対する不安を抱える児童もいる。
今後も小中の教員間で連絡・調整を密に行
い、中学校に対する不安感を払拭できるよう
努めていく。また、園児との交流を年間を通
して実施することにより、入学後の多くの児
童が小学校生活を楽しく過ごすことができて
いる。児童にとっては年下との交流を通し
て、思いやりや他者への優しさを育む機会と
なっている。次年度も継続して行っていく。

