
令和４年度

金程小学校学校教育報告会

令和5年２月
1



令和４年度学校運営方針

6年間を通して金程小で育てたい
3つの力とめざす姿

①自ら学ぶ力（自立） ・・主体的に考える子ども

②人間関係形成力（協働)   ・・共に支え合う子ども

③自律的活動力（創造） ・・自分から行動する子ども
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学校で学ぶことの意義について
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①自分のよさや個性を知り、伸ばすこと
②人との関わり方を知り、支え合うこと
③社会で生きていく力をつけること

金程小学校の学校教育目標
「自分のよさを伸ばし 共に支え合い

よりよい社会を創造する
学び続ける子どもの育成



一年間の教育活動と
学校運営の報告

①学校教育評価アンケートから
（保護者・児童）

※児童のアンケートは４～６年でとったものです
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第１の柱【自立】主体的に考える子

「意欲的に学習している」と回答した児童は
「当てはまる」と「どちらかといえば当てはま
る」を合わせて９４％、保護者は９２％でした。

また、「自分の思いをしっかりと伝えることが
できる」と回答した児童は８１％、保護者は
８６％でした。

これらの結果から、児童は学習に対して前向
きに取り組んでいることが、基本的な学力の定
着につながっていると考えられます。「自分の
思いを伝えること」については、学校全体で
「話す、聞く」姿勢のステップアップに取り組
んだことで、伝え合いが日常的に行われ、多様
な考えに気づいたり、自分の考えをより深めた
りすることができてきていると思います。

４

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

［保護者］自分の思いをしっかりと伝えること

ができる

［児童］自分の思いをしっかりと伝えることが

できる

［保護者］意欲的に学習している

［児童］意欲的に学習している

１の柱「自立」 主体的に考える子

当てはまる どちらかといえば当てはまる あまり当てはまらない

当てはまらない 分からない



第２の柱【協働】共に支え合う子
「学校生活を楽しんでいる」と回答した児童は
９３％、保護者は９７％でした。

「友達とよく関わり、親切にしている」と回答し
た児童は９７％、保護者は９６％でした。

「いじわるなことを言ったり、したりしていな
い」と回答した児童は９２％、「学校はいじめが
起きない環境づくりや、いじめを許さない指導を
している」と回答した保護者は９１％でした。

「学校生活を楽しんでいる」児童が多いのは、係
や実行委員会の活動などに、創意工夫をしながら
取り組んでいる結果だと考えられます。

「友達との関わり」「いじめが起きない環境、い
じめを許さない指導」については、いじめに関す
る授業やＳＯＳの出し方・受け止め方教育などを
通して、子どもたちが友達とのよりよい関わり方
を考えることができるようになってきたと考えら
れます。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

［保護者］学校は、いじめが起きない環境づくりや、い

じめを許さない指導をしている

［児童］いじわるなことを言ったり、いじわるなことを

したりしていない

［保護者］友達とよく関わり、親切にしている

［児童］友達とよく関わり、親切にしている

［保護者］学校生活を楽しんでいる

［児童］学校生活を楽しんでいる

２の柱「協同」 共に支え合う子

当てはまる どちらかといえば当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない 分からない
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第３の柱【創造】自分から行動する子（地域）

「いつでも誰にでも進んであいさつをしている」
と回答した児童は８０％、保護者は８２％でした。
計画委員会の挨拶運動により、挨拶が学校全体に
広がってきています。

「家族の一員として、自分の考えを話したり実際
に行動したりしている」と回答した児童は８７％、
保護者は９４％でした。児童が家族の中で安心し
て話すことができるので、子どもの自立のために
学校と家庭が同じ方向で取り組んで生きたいと思
います。

「地域に親しみをもっている」と回答した児童は
８８％、保護者は９２％でした。コミュニティ委
員の皆様や地域の方々が、日頃から環境整備や学
習活動等にご協力いただいていることと、保護者
の皆様が地域を大切にする姿勢が、児童の地域へ
の親しみや感謝につながっているといえます。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

［保護者］人、自然、施設、行事など、地域に親しみを

もっている

［児童］人、自然、施設、行事など、地域に親しみを

もっている

［保護者］家族の一員として、自分の考えを話したり実

際に行動したりしている

［児童］家族の一員として、自分の考えを話したり実際

に行動したりしている

［保護者］いつでも誰にでも進んであいさつをしている

［児童］いつでも誰にでも進んであいさつをしている

３の柱「創造」 自分から行動する子

当てはまる どちらかといえば当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない 分からない



◆学校公開の機会を増やしてほしい。
◆学校の様子を写真等でもっと配信してほしい。
◆通学路の安全を図る取組を。

◆低学年にも校庭開放をしてほしい。
◆マスクはいつまでつけるのか。
◆算数の習熟度別授業はどのようになっているか。
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学校教育評価アンケートでの
保護者の方からの主なご意見



一年間の教育活動と
学校運営の報告

②学校教育評価アンケートから
（教職員）
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第１の柱【自立】主体的に考える子

【成果】
○対話的な学習を計画的に行い、自分と違った見方・考え方
を受け止めることで、学びに深まりが見られた。

○話す・聞くスキルが、ステップアップ表で明確になり、対
話を通して育ち合っていると感じた。

○話し合いで、友達の意見に対してつなげる話し方をしたり、
根拠を持って説明したりすることができていた。

○「言の葉タイム」に学校全体で取り組み、言葉への興味が
高まった。

○学習発表会では、自分達で工夫して自発的・主体的に取り
組んでいた。
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第１の柱【自立】主体的に考える子

【課題や今後の取組】
●学習の理解や定着に困難がある場合、個に応じた支援が
必要である。

●全体指導と共に、連携した指導体制や家庭の協力も不可
欠である。

●受け身ではなく自分たちで学んでいく、改善していくと
いう学習スタイルや行事の取組を積み上げていきたい。

●GIGA端末の活用方法について、さらに研修・共有して
いく。
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第２の柱【協働】共に支え合う子

【成果】
○「いじめ」に関する授業や「SOSの出し方・受け止
め方」の授業などで、いじめの正しい理解や友達との
関わり方を考えることができるようになってきた。

○高学年が下学年に優しく接する姿が多く見られる。
縦割り活動などで、高学年の姿が手本になっている。

○困っている友達を助けたり、クラスをよりよくして
いこうと考えたりしている。

○係活動や行事などで、協力する大切さや楽しさを実感
している。
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【課題や今後の取組】
●自分で困難に立ち向かう姿勢や失敗から立ち直る力を
つけていきたい。

●今後も道徳や学活など、クラスの実態に合わせた授業
を行い、感情や行動のコントロールの仕方を学ばせて
いきたい。

●「その場で、自分の言葉で」相手に気持ちを伝えるた
めに、言語的解決スキルを身につけていく必要がある。

●子どもや保護者にとって相談しやすい雰囲気づくりに
務めていきたい。

第２の柱【協働】共に支え合う子
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第３の柱【創造】自分から行動する子（地域）
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【成果】
○自分の役割に意欲的に取り組む子が多い。
○挨拶運動が活発に行われたことで、進んで挨拶をする
子が増えた。

○地域の方や保護者の協力を受けながら、体験を伴った
学習ができている。そのため、地域に親しみや関心を
もっている。

○学習の中で、地域との関わりを少しずつ再開すること
ができた。今後も感染症対策を行いながら、地域の方
との関わりを継続していきたい。



第３の柱【創造】自分から行動する子（地域）

【課題や今後の取組】
●今後、どのような形で子どもと地域をつなぐことが
できるか、カリキュラムの見直しも含めて考えてい
きたい。

●「誰にでも」「進んで」挨拶できるようにしたい。
学校だけでなく、家庭や地域でも自然に挨拶が交わ
せる関わりができるようであってほしい。

●決まった役割を果たすだけでなく、自分から新たな
考えを創り出し、実行する力をつけていきたい。

●善悪の判断をして、結果を想像して行動できるよう
にしたい。
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一年間の教育活動と
学校運営の報告

③今年度の校内研究と
子どもたちにつけたい力
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令和４年度 校内研究テーマ

「言葉を大切にした伝え合いの積み重ね」

～国語科の学習を通して～
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研究の視点

①全学年での、話し方・聞き方ステップアップ表を
用いた対話作り
⇒系統だった対話力をつける。

②「物語」の学習課題に対する発問の工夫
⇒子どもたちが考えたくなったり伝え合いたく
なったりする問いを作る。

③年間を通した「言の葉タイム」
⇒言葉の力を積み上げる。



話す力 聞く力 ステップアップ表
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金程っ子 話す力 ステップアップ表 金程っ子 聞く力 ステップアップ表

ステ
ップ

身に付ける「話す力」
ステ
ップ

身に付ける「聞く力」

1 体と目を相手に向けて話せる。 1 体と目を相手に向けて聞ける。

2 切れ目なくだらだらと話さず、短い文で話せる。 2 うなずいたり、つぶやいたりして聞ける。

3
言いたいこととその理由のように２文以上で
話せる。

3 話の終わりまで集中して聞ける。

4 図や資料、書いてある文章を使って話せる。 4
友達の考えと同じところや違うところを探し
ながら聞ける。

5 相手に伝わっているかを、確かめながら話せる。 5
友達の言いたいことのキーワードを探しながら
聞ける。

6
話題に沿って、先に話した人の内容とつなげて
話せる。

6
友達の話を聞くことで、自分の考えをより良い
ものに変えることができる。

7 要点を簡潔にまとめて話す。

8
友達の考えがより良くなるように付け加えたり、
質問したりできる。



お知らせとお願い

◆学校への連絡について
◆感染症拡大防止における健康管理について
◆学校でのＧＩＧＡ端末使用の約束について
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学校への連絡について

〇学校への電話がつながる時間は、平日の８：００から
１８：００までです。（長期休業期間や学校の都合により、
１８：００より前につながらなくなる場合もあります）

○ミマモルメでの欠席連絡は、８時２５分（学校の始業時刻）
までにお願いします。
学校でのミマモルメの確認は、８時２５分に行います。
それ以降は電話での連絡をお願いします。
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感染症拡大予防における健康管理についてのお願い

〇児童に発熱がある場合は、医療機関への受診をお願いします。

○発熱がない場合でも、次の場合は登校を控え、自宅で休養
していただけますようお願います。
①咳やのどの痛みなど、風邪の症状がある場合
②同居の家族の方が未受診で風邪等の症状が見られる場合

○発熱のある児童のごきょうだいは、受診結果がでるまで
登校を控えていただくよう、ご協力をお願いします。
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学校でのＧＩＧＡ端末使用のルール

〇中休みは、担任に伝えて委員会や係等の活用はできます。
基本的には使いません。

○背景画面の設定は行いません。
（川崎市から借りているので、自分のものではないため）

○タイピングの練習時間は、朝休みと昼休みとします。

○クラスルームの設定は、委員会など必要に応じてできます。
児童だけではなく、必ず先生が複数名入ります。
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令和５年度も

よろしくお願いいたします
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