
（様式２）

A人や物との関わりを通して自分のも相手も大切にしよう

B主体的に活動し、最後まであきらめずに取り組もう

C主体的、対話的で深い学びを実現しよう

D安心・安全に心身をはぐくむ環境をつくり支援しよう

E地域と共に歩む学校づくりをしよう

・自分のも相手も大切にする子
・目標に向かって一生懸命に取り組む子
・自ら学び、自ら考え、互いに高め合う子
・心身共に健康な子
・地域のために貢献する子

考えよう　やってみよう　みんなの本気が明日への一歩
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①学校公開の中で人権尊重教育の実践を今後も継続
して行い、各学年の情報共有を行う。
②振り返りを高めることで学校教育目標を意識した
より具体的な目標設定を目指す。
③今後も全ての教科領域と関連付けて取り組んでい
けるよう見直していく。
④学校評価アンケートにおいて今後も継続した啓発
の必要性を感じた。
⑤年間を見通してペア学年同士での連携をより深
め、主体的な活動への意欲づけをしていく。

①学年の実態に合わせて年間を通して人権尊重に
関する指導をすることができた。
②「なりたい自分」を明確にするために定期的な
振り返りを生かし具体的な目標設定を行った。
③全教育課程の中で内容の精選を行い、キャリア
ノートを有効活用することを目指した。
④年間計画をもとに定期的な実践を行った。授業
参観でも扱い、懇談会で保護者にも取り入れた。
⑤全ての学年がペアを組み、あいさつ運動や運動
会など年間を通じて交流を深めることができた。

①一人一人の子どもの自己肯定感、有用感を高め、自信をもっ
て生きていく姿勢や、互いの人権を尊重する心豊かな子どもを
育てる。
②他者と意見が食い違ったり、困難なことがあったりしても、
「なりたい自分」を大切にしようとしたり、相手にも自分と同
じ気持ちがあると思いやったりする態度を大切にしていくこと
を通して、様々な問題を乗り越えられるように支援していく。
③自分のめざす「ひがたかっ子」になるための目標設定や振り
返り等を行い、「キャリア在り方生き方教育」の推進を図る。
④共生＊共育プログラムを推進し、互いに認め合い、助け合
い、譲り合う心情と態度を育てる。
⑤ペア学年を中心とした他学年とのふれあい（つながり）を意
識した異学年交流活動等を充実させる。

A
人や物との関わりを通
して自分のも相手も大
切にしよう
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①振り返りを高めることで一人一人が高みを目指す
気持ちの醸成を図りたい。
②今後さらに学校教育目標から学年経営目標など系
統性を意識して取り組んでいく。
③交流の機会を増やし目的意識を明確にして取り組
むことで主体性を育てていきたい。
④今後も振り返りを高めることで、より明確で具体
的な目標設定を目指す。
⑤実行委員の年間計画の提示をより自主的な活動に
つながるように工夫していく。
⑥児童会活動の可視化を目指し、より充実した掲示
板活用を目指していく。

①振り返りを通して次の目標を設定するなど、常
に自分を見直す機会を設けた。
②学校教育目標を具現化するために行事ごとに代
表委員会を中心にスローガンを立て、集団の凝集
性を高めて取り組むことができた。
③異学年交流では相手を思いやる気持ちをもち、
伝える活動を積み重ねていくことができた。
④「ひがたかえがお七カ条」を代表委員会が中心
となって毎年検討を重ねている。素晴らしい取り
組みだけに言葉だけで終わらせない支援が必要。
⑤実行委員ごとに活動内容を見直し、年間を見通
した活動計画の作成を行った。
⑥職員室前に委員会の活動報告の場として掲示板
を設け、啓発の一環とした。

①よりよい生活を送るために、目標を立て、その目標に向かっ
て努力する子どもを育てる。
②行事など集団で活動するときにはそれぞれが目標をもちその
目標に向かって努力できるように支援したり価値付けしたりす
る。また振り返りを生かして次の活動につなげるようにする。
③「自分が」や「自分たちが」と本気になれる対象を見付け、
子どもたちが主体的に考えて行動に移せるように、一人一人の
意見を聞いたり、伝えたりする場を設ける。
④挨拶やきまり、社会のマナー等の大切さを知り、進んで守ろ
うとする子どもを育てる。
⑤学校生活を充実したものにするために学校や学年、学級と
いった集団全体を見て自分ができることをしようとする子ども
を育てる。（実行委員や係活動など）
⑥子どもの意見が反映されるように委員会活動やクラブ活動で
の話し合いを充実させ、連携し合ってよりよい学校をつくる場
を設定する。

B
主体的に活動し、最後
まであきらめずに取り
組もう
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①基礎基本の定着のためにも、今後より充実させて
いきたい。１年生では、入学期を円滑に過ごすため
のスタートカリキュラムを継続する。
②児童の実態を加味し、一人一人に適した対応がで
きるように充実を図る。
③一人一授業等で授業公開するときには２週間前に
教務に連絡し全体への周知をする。また、全ての授
業を見ることは難しいので、学年等で計画的に参観
ができる体制づくりをしていく。
④ひがたか歳時記をもとに年度当初に計画を立てて
実行していく意識が必要。外部講師への連絡時期な
ども明確にして、連絡調整を行う。その際には、指
導内容等についても十分に話し合い、子どもの学び
に有効な手立てを共有していく。

①算数の少人数では、単元に応じて様々な形態で
取り組むことにより一人一人の学習状況の理解が
深まり指導に生かすことができた。
②単元末で習熟の授業を取りれたが、一人一人の
学習ニーズに即したものにならなかった。。
③学年で協力してより良い指導法を考えることが
できた。全員で話し合う時間を確保することが難
しかったが互いに調整して可能にしてきた。
④ひがたか歳時記の活用で年間の見通しをもって
活動することができた。栽培活動は園芸療法の方
に必要に応じて支援をいただき充実した活動にす
ることができた。

①新学習指導要領の実施に向けて、子どもたちに必要な
資質・能力を明確にし、見方・考え方を働かせ主体的に
取り組めるカリキュラムマネジメントに取り組む。（各
教科等・総合的な学習の時間・キャリア在り方生き方教
育・健康安全教育・防災教育・食育・情報モラル教育・
人権尊重教育等の年間指導計画の作成）
②どの子にも生きて働く「知識・技能」が習得できるよ
う各学級における教育的支援を必要とする子どもの実態
を把握し、少人数指導個別指導協力指導習熟度別指導等
の工夫改善を行い、個に応じた学習指導・学習支援を充
実させる。
③校内研究を通して、各教科における「思考力・判断
力・表現力」の向上を目指し、「自ら考え、学び、互い
に高め合う子」の育成をするために、協力して教材研究
を深め、授業を公開し、お互いに学び合い、授業力を向
上させる。
④人や自然、社会とかかわる体験活動、栽培・飼育活
動、表現活動、読書活動の充実を図ることで、「学びに
向かう力や人間性」の涵養に向けた基盤づくりを行う。

C
主体的、対話的で深い
学びを実現しよう
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①いつでも誰にでも相談できる環境の構築と啓発活
動に継続して努める。
②今後も次年度を見越して活用していく。
③名称と内容を精査し、定期的な活動を計画的に進
められるよう明確化していく。
④今後も継続し学校への理解を求める。
⑤今後も継続して行うことで、子どもたちが主体的
に取り組める環境の構築を目指す。
⑥情報モラル教育につては今後も継続するととも
に、低学年での取り組みも考えていく。
⑦「自分の身は自分で守る」の意識をより一層高め
るため今後も継続していく。

①いじめアンケートの際は個別面談も併せて行い
一人一人に寄り添う環境に努めた。
②学年会での児童指導関係については学年ファイ
ルに記入し次年度の引継ぎに活用する。
③ケース会議が報告のみに留まってしまった。
④学校だよりや懇談会などで保護者に学校での取
り組みについて具体的に伝えることができた。
⑤キラキラタイムは実行委員を中心に行うことで
計画的に実施することができた。
⑥「お助けネット」の学習があったことで、情報
についての適切な学習につなげることができた。
⑦昨年度までの防災教育推進校としての取り組み
を踏襲すると共に、引き続き様々な場面を想定し
て子どもたちの危機管理意識の構築を図った。

① 子どもの声に耳を傾け、面談の時間を確保し、いじめ・不登
校の未然防止に努め、全教職員での声かけや居場所づくり、
チームでの対応を行う
② 対人関係等で困り感があったり個別に支援が必要だったりす
る子どもたちに対して個に応じた支援を充実させる。
③学年・学校全体で子どもたちにかかわることを意識し、全教
職員による児童理解の上に立った児童指導・支援の体制を充実
させる。
④保護者や地域の方が話しやすいように心がけ、全教職員で連
携して、教育相談体制の充実を図る。
⑤キラキラタイムの時間や放課後の校庭使用の活用により体を
動かす機会と場所を提供する。
⑥子どもの心身を育む食育、病気や怪我の予防等健康教育、情
報機器等の危険を意識して利用する情報モラル教育を推進す
る。
⑦安心、安全な学校生活が送れるように危機管理意識をもち、
子ども自らが命を守る防災・防犯教育を推進する。

D
安心・安全に心身をは
ぐくむ環境をつくり支
援しよう



 

 



・学校教育目標を変更した一年目であり、それに伴って再編成された学校運営計画での初年となる一年
であった。特に新しい取り組みをするのではなく、これまでの活動を改めて見直し、更なる充実発展を
目指していく。
・２年後の70周年に向けて改めて地域とのつながりや歴史について教職員全体で共通認識し、「地域の
中の学校」という意識を再構築したい。周年事業を単なる学校の10年の節目と考えるのではなく、地域
と共に歩んだ10年という意識をもって感謝の思いを学校から地域への発信の機会としたい。
・学校評価アンケートにおいて、学校での幾つかの取り組みに対して「わからない」の回答が20％を超
すものがあった。これまでも授業参観や学年だより等で啓発はしてきたが、今後は学校だよりだけでな
くホームページも活用し、学校での取り組みについて啓発を繰り返し行っていく必要を感じた。

・PDCAシートの活用は前年度の取組の確認もできるので、今後もさらに高めて
いくために定期的な振り返りを継続してほしい。
・ペア学年を含めた異学年交流は、あいさつ運動などの継続的な活動を通して相
手意識を持つことができるのでお互いの高め合いにつながっている。
・避難訓練では、知らせない訓練や授業参観での親子訓練など、様々な想定の中
で危機管理意識を培うことになるので継続してほしい。
・70周年に向けた事業の一つである副読本づくりを通して、子どもたちに改めて
地域の良さを見つけてもらいたい。
・2020年度より外国語活動の時間が増えることに向けて、指導内容の充実や教師
のスキルアップに期待したい。
・6年生がこども文化センターのイベントをHPで調べ手伝いに来てくれた。「地
域のために」という思いをこれからも大切にしてほしい。
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①子どもたちの活動が地域に根付いてきているので
今後も継続して取り組んでいく。
②ホームページの更新が滞ることがあったので継続
してできるよう体制を整える。
③年度当初に学年で歳時記を確認し、確実に遂行で
きるよう学年体制の構築を図る。
④中間反省を夏休み期に行い、年間反省との期間を
十分に取り反省を生かす期間を設ける。
⑤今後も多様な場面を想定し、防災・防犯意識の醸
成を推進する。
⑥養護教諭や栄誉教諭の負担も考慮し、ICT等の活
用も視野に入れて実践方法の検討を行う。
⑦小小連携の更なる充実を目指し、ねらいを明確化
していく。

①生活総合の時間では地域素材に焦点を当てて授
業展開を行っている。「地域のためにできるこ
と」の意識が高まっている。
②学校だより等で子どもたちの様子を伝えるため
に裏面に先月の学習風景写真を継続して掲載し
た。
③年間計画通りに遂行することはできたが、対応
に遅れが生じることが多々あった。
④中間反省(10月後半)の時期が遅く、年間反省ま
でに反省を生かすことができなかった。
⑤様々な場面を想定した避難訓練を定期的に実施
し、危機管理意識の構築を図った。
⑥健康教育、食育について年間計画を作成し、全
学年において実践できるようにした。
⑦1年生の入学期にスタートカリキュラムを実施
し、スムーズな入門期を目指した。

①学年に応じて自分が生まれ育った地域のために貢献しようと
する子どもを育てる。
②授業参観や学校・学年行事等を公開し、学校ホームページ、
学校・学年・学級だより、懇談会等の内容の充実に努め、積極
的に情報の発信を行う。
③保護者や地域の方の協力や支援を得て、広く教育ボランティ
アやゲストティーチャーを募り、教育活動を充実させる。
④ＰＤＣＡシートをもとに学校評価を充実させる
⑤保護者・地域との連携を図り、防災・防犯、緊急対応等を統
合した環境整備・体制を強化する。
⑥食育の推進、健康教育の推進、情報機器から子どもを守る情
報モラル教育を家庭・地域と連携して、推進する。
⑦異校種間のスムーズな移行をめざして、幼稚園や保育園、近
隣小学校、中学校との関係を深め、幼保小、小小、小中連携教
育を推進する。

E
地域と共に歩む学校づ
くりをしよう

学 校 関 係 者 の評 価 今年度のまとめ　・　次年度へ向けての取組
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