
豊かな心

①たてわり活動を通して6年生のリーダーシップだ
けでなく、ペア学年の交流も増やしよりよい人間関
係を築こうとする心を育てる。②朝の挨拶運動で
の人権委員会の子ども達をはじめ、相手の目を見
て笑顔であいさつする姿を増やしていく。③地域の
見守り隊の方やはぐくみグループの方との交流
を、朝会などで紹介することで地域での活動に興
味がわくようにする。
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①地域の材を財として見られる目を高め社
会とつながる教育課程を目指し、今後も研
究・研修を通して学んでいく。②運動会、フェ
スティバル等の学校行事に地域と連携した
内容を取り入れることができた。③西館に地
域との活動コーナーを設けたことで、「地域」
を意識することができた。④見守り隊への感
謝の会を年間２回行った。

①交流級と個別支援学級の子どもの温かい
交流ができた。打合せをきめ細かく行い、子
どもものめざす姿について伝え合う工夫が
必要。②有効な指導計画にするために定期
的に振り返りと見直しを図る必要がある。③
支援を要する児童について担任、管理職、
保護者、コーディネーターらが連携し、情報
を共有して支援にあたることができた。

①スタンダードに記載されている意味を、児
童支援専任が子どもの状況に応じた指導の
ポイントととして提示し、全職員がそろえる
指導を行うことができた。②あいさつするこ
とや時間を守ることなどの基本的なことを今
後も継続していく。③児童の状況及び指導
の方向性の共有に努めて取り組んだ。

健やかな体

①今年度も一校一実践の取組に、「はまスポタイ
ム」を位置づける。投げる動きの獲得を目指す。長
縄に継続して取り組み、体育大会の取組や集会活
動と連携する。②自分の心や体の調子に関心をも
ち、安心・安全で健康的な生活をつくることができ
るよう、授業や学校保健委員会の取組を充実させ
る。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

○人との豊かなかかわりを通して、互いに認め合い高め合う子どもを育てることに引き続き取り組む。
・子ども自らが「問い」をもって協働的に問題解決する授業づくりの追究を続ける。
・たてわり活動、ペア学年交流、あいさつ運動が、よりよい人間関係を築く子どもの育ちに有効であっ
た。内容の充実、計画的な活動によって自己有用感を高めることに結び付ける。
・地域の材を取り入れた単元開発を進めるとともに、地域の人とかかわる学校行事を取り入れた。区制
90周年の次年度は、区・地域とかかわる活動に積極的に参加する。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

○人との豊かなかかわりを通して、互いに認め合い高め合う子どもを育てることに引き続き取り組む。
・子ども自らが「問い」や思いをもって協働的に問題解決する授業づくりの追究を続ける。
・たてわり活動、ペア学年交流、あいさつ運動が、よりよい人間関係を築く子どもの育ちに有効であっ
た。今後も、活動内容を工夫し、自己有用感を高めることに結び付ける。
・地域の材を取り入れた単元開発を進めるとともに、地域の人とかかわる学習・学校行事を取り入れ
た。単元計画を見直すことで、区・地域とかかわれる材を増やすとともに、つながりを実感できる体験や
関わりを大切にしていく。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

学校関係者
評価

・子どもたちは、以前から変わらず明るく温かい。教職員が熱心で、それぞれの子どもたちが自分を素
直に出せる雰囲気がある。
・遊びの中で危険なことを察知する力が弱くなっている。安全に配慮しながらも、様々な体験をさせた
い。
・低学年の下校に合わせてパトロールをしている。子どもたちの方からあいさつをしてくれる。昨年度か
らのあいさつの取組に成果が出ている。月２回の防犯パトロールのときや学校開放で活動に来るとき
にも、子どもたちは進んであいさつをしている。

学校関係者
評価

・コミュニティーハウスで、交流のもてる取組を始めている。挨拶が苦手でもお手伝いができることが
きっかけとなり、子どもと地域の交流が増えつつある。
・地域の祭りやエコパトロールなどの行事に参加する児童も増えた。
・お子さんがいないなど、学校と学校から「遠い」地域の人たちへの発信が大切。フェスティバルでの学
習活動を地域にも広めてほしい。
・あいさつの取組の成果が継続している。地域であいさつする子も増えた。

学校関係者
評価

ブロック内
相互評価

後の気付き

・ブロック内で「豊かな心の育成」という同じ視点で児童生徒を育ていることが共有できた。あいさつ運
動をはじめ、人とのかかわりを大切にしている。校外学習、宿泊体験学習にも積極的に取り組んでい
る。
・「考えることを楽しむ授業づくり」に取り組んでいることを授業参観を通して発信できた。
・１０月の小中交流日、中学教師による小学校での授業、浜小フェスティバルでの吹奏楽部演奏、キャ
リア教育など、小中の交流も多く設定している。
・精神面でのたくましさを育てることにおいても、小中連携を図りたい。

ブロック内
相互評価

後の気付き

・１０月の小中交流日、１１月の浜小フェスティバルでの中学校の吹奏楽部演奏、2,3月の中学教師によ
る小学校での授業、小中の交流も多く設定し実践した。浜小フェスティバルは、自己有用感を高める大
切な行事として位置付けられている。子ども自身がめざす姿を自覚し取り組むことで、達成感を味わう
ことができた。ブロックでの課題でもある自己有用感を高める関わりが授業や行事を通して生徒児童
の姿に表れていると実感できた。

ブロック内
相互評価

後の気付き

未然防止の観点を大切にした。①自己有用
感・自己肯定感を高める授業づくりに取り組
んだ。②毎月、対策委員会を開催した。③
児童理解研修、YPアセスメントに取り組ん
だ。

いじめ防止

未然防止の観点を大切にし、自己有用感・自己肯
定感を高める授業づくりに取り組む。②毎月、対策
委員会を開催し。学年間の情報を共有する。③児
童理解研修、YPアセスメントに取り組んむ。④懇
話会等、地域との連携を密に行う。

いじめ防止

互いに認め合いいじめが起きない、起こさない学
校風土づくりに取り組む。①自己有用感、自己肯
定感を実感できる授業づくり②いじめ防止対策委
員会の開催③保護者・児童アンケートを用い児童
理解を丁寧に行う④懇話会等、地域との連携を密
に行う。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを経験年数７年次以下の教職員
を中心に組織し、授業力、学級経営力等を高める
活動を継続して行う。②ミドルリーダーチームを組
織し、学校経営方針の視点で互いの力を高める活
動を行うとともに、メンターチームに日常の働きか
けをする。③月1回の企画会、教務会を学校運営
の振返りや改善計画を立案する場として有効に活
用する。

①②メンターチーム及びミドルチームを組織
したことによって、運営の視点や意図を明確
にして取り組むことができるようになった。
③企画会において、学校運営の振返りや各
学年の指導の方向性の共通理解を図ったこ
とが、全教職員で本校の子どもを見守る視
点で有効であった。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを組織し、授業力、学級経営力
等を高める活動を継続して行う。②主幹チーム、ミ
ドルリーダーチームを組織し、学校経営方針の視
点で互いの力を高める活動を行うとともに、メン
ターチームに日常の働きかけをする。③月１回の
企画会、教務会を学校運営の振返りや改善計画
を立案する場として有効に活用する。

①メンターチームによる児童理解研修を通
して、生き生きとした子どもの姿をめざす授
業づくりに取り組んだ。②ミドルチームの
テーマである「効率的な会議」の進め方の工
夫が浸透しつつある。③企画会・教務会で、
常に学校教育目標に照らし合わせながら学
校運営を見直し改善することができた。

人材育成・
組織運営

①メンターチームを組織し、授業力、学級経営力
等を高める活動を継続して行う。②主幹チーム、ミ
ドルリーダーチームを組織し、学校経営方針の視
点で互いの力を高める活動を行うとともに、メン
ターチームに日常の働きかけをする。③月１回の
企画会、教務会を学校運営の振返りや改善計画
を立案する場として有効に活用する。

地域連携

①地域の材を財として見られる目を高め社会とつ
ながる教育課程を目指し、研究・研修を通して学ん
でいけるようにする。②運動会、フェスティバル等
の学校行事に地域と連携し、子どもが地域とのか
かわりを意識できるようにする③西館に地域との
活動コーナーを設け、地域や保護者に、地域とか
かわる学校の取組や地域主催の活動を知らせる。
④学援隊へのお礼の会を継続する。

地域連携

①地域とかかわる活動を継続したり開発したりし
て、学習を通して地域について積極的に学べるよ
うにする。②地域との連携を大切にしながら、学校
行事を行う。③地域や保護者に、地域とかかわる
学校の取組や地域主催の活動を知らせる。④学
校懇話会との連携を有意義なものにしたり学援隊
へのお礼の場をもったりする。⑤あいさつ運動を続
ける。

①意図的、計画的に地域とかかわる学習を
開発し、取り入れることができた。
②運動会、フェスティバル等の学校行事に
地域と連携した内容を取り入れた。
③西館に地域との活動コーナーを設けたこ
とで、「地域」を意識することができた。
④⑤見守り隊への感謝の会を年間２回行っ
て、あいさつ運動を広めた。

地域連携

①地域の材を共有し、地域とかかわる活動を継続
したり開発したりして、学習を通して地域について
積極的に学べるようにする。②地域との連携をとり
ながら学校行事を行い、子どもが地域とのかかわ
りを意識できるようにする。③地域や保護者に、地
域とかかわる学校の取組や地域主催の活動を知
らせる。④学援隊へのお礼の会を継続する。
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特別支援教
育

①一般級と個別支援学級の連携強化にむけて、
打合せをきめ細かく行い子どもものめざす姿につ
いて伝え合う工夫を行う。②特別な支援を要する
児童の個に応じた指導計画を作成して、全教職員
で共有する。③特別支援コーディネーター、管理職
が、月に1回ずつ計画的に教育相談を行う。

特別支援教
育

①一般学級と個別支援学級の連携強化に向け
て、合同の打合せを積極的に行っていく。②特別
な支援を要する児童の個に応じた指導計画を作成
して、全教職員で共有する。③特別支援コーディ
ネーター、管理職と連携し、月に1回ずつ計画的に
教育相談を行う。

①交流級と個別支援学級の子どもの温かい
交流ができた。
②有効な指導計画にするために改善を図る
必要がある。
③支援を要する児童について担任、管理
職、保護者、コーディネーターらが連携し、
情報を共有して支援にあたることができた。

特別支援教
育

①一般学級と個別支援学級の連携強化に向け
て、合同の打合せを積極的に行っていく。②特別
な支援を要する児童の個に応じた指導計画を作成
して、全教職員で共有する。③特別支援コーディ
ネーター、管理職が、月に1回ずつ計画的に教育
相談を行う。

BB

児童指導

①「浜小スタンダード」「掃除スタンダード」「給食ス
タンダード」を全職員で共有し、ポイントをおさえて
指導にあたる。記載されている意味を、児童支援
専任が子どもの状況に応じた指導のポイントととし
て提示し、全職員がそろえる指導を目指す。②学
年研やブロック研、企画会等で児童の様子や指導
の方向性を職員間で共通理解する。

児童指導

①「浜小スタンダード」「掃除スタンダード」「給食ス
タンダード」を全職員で共有し、ポイントをおさえて
指導にあたる。②「あたりまえのことをあたりまえに
する」を合言葉に、あいさつをすることや時間を守
ること、聞くことなど基本的なことを大切にする。③
学年研やブロック研、企画会等で児童の様子や指
導の方向性を職員間で共通理解する。

①スタンダードを改善しながら、児童支援専
任が子どもの状況に応じた指導のポイント
を提示し、全職員がそろえる指導を行うこと
ができた。
②「あたりまえ」を合言葉に指導にあたった。
全職員で指導の継続に努める。
③児童の状況及び指導の方向性の共有に
努めて取り組んだ。

児童指導

①「浜小スタンダード」「掃除スタンダード」「給食ス
タンダード」を全職員で共有し、ポイントをおさえて
指導にあたる。②「あたりまえのことをあたりまえに
する」を合言葉に、あいさつをすることや時間を守
ること、聞くことなど基本的なことを大切にする。③
学年研やブロック研、企画会等で児童の様子や指
導の方向性を職員間で共通理解する。
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健やかな体

①一校一実践の取組で、「走・跳の運動」を取り上
げる。速く走る方法を学年に応じて伝え、運動技能
の向上を目指す。長縄に継続して取り組み、集会
活動とも連携していく。②自分の心や体の調子に
関心をもち、自ら健康的な生活をつくることができ
るよう、授業や学校保健委員会の取組を充実させ
る。

①短縄跳び、長縄跳び、朝マラソン等に意
欲的に取り組む姿が増大した。今後は年間
の回数、時期を設定して、見通しをもって進
めること、安全な遊び方への意識を高める
ことが課題である。
②学校保健委員会の「ぽかぽか言葉」の取
組によって、子どもが心の健康を意識する
機会となった。

健やかな体

①一校一実践の取組に、「はまスポタイム」を位置
づける。投げる動きの獲得を目指す。長縄に継続
して取り組み、体育大会の取組や集会活動と連携
する。②自分の心や体の調子に関心をもち、安心・
安全で健康的な生活をつくることができるよう、授
業や学校保健委員会の取組を充実させる。

B

豊かな心

①たてわり活動等の異学年交流や様々な学校行
事を自分や友達のよさを知り、よりよい人間関係を
築こうとする心を育てる場ととらえて、活動を進め
る。②あいさつを人とのかかわりの第一歩ととら
え、委員会活動とも連携して、あいさつの習慣化を
図る。③地域の方とのあいさつ運動をはじめとし、
教育ボランティアの方々とのふれあいや交流を深
める。

①たてわり活動や異学年交流を計画的に行
うことで、よりよい人間関係を築こうとする子
どもやリーダーとしての６年生の成長に繋
がった。
②人権委員会から始まったあいさつ運動が
着実に広がって、子どもも職員も昇降口で
の朝の挨拶が習慣化した。継続が必要であ
る。

豊かな心

①たてわり活動の内容の充実とともに、子どもが
主体的に年間の見通しをもって活動できるように
する。よりよい人間関係を築こうとする心を育て
る。②朝のあいさつをはじめ、日常の様々なあいさ
つを意識づける。相手を意識した言葉遣いについ
て指導する。③地域の方へのあいさつ運動ととも
に、教育ボランティアの方との交流を深める。

①目的をもって体を動かす姿、体を動かす
楽しみを味わおうとする姿が増えた。長縄跳
びの動きにも意欲が見られた。②学校保健
委員会でけがについて取り上げ、安心・安
全への意識を高める機会を増やすことで、
自分自身でけがを防ごうとする意識が高
まった。日々の生活の中で安全な遊び方へ
の意識をより高めることが課題である。

B

①たてわり活動を通して6年生のリーダー
シップだけでなく、ペア学年の交流も増え
た。②朝の挨拶運動では人権委員会の子ど
も達をはじめ、相手の目を見て笑顔であいさ
つする姿が増えてきた。③地域の見守り隊
の方との交流を中心に地域での子どもたち
を見守ろうとする目が増えてきた。

A

B

総括

B

具体的取組 自己評価結果 具体的取組 自己評価結果 具体的取組

確かな学力

①学年研・ブロック研を中心に教材研究を重ね、単
元で学ぶべき点、身に付ける力を明らかにしてい
く。②模擬授業や先行授業を通し、子どもが「問
い」をもち、問題解決する授業になっているかを視
点に授業づくりを行う。③年間８回の授業研究会
と、１回の講師による研修を行い、授業の改善策
を明らかにすると共に、日々の授業に取り入れる。

①学年やブロックで、身に付ける力を明らか
にする教材研究を複数回行って深めた。
②「問い」をもつことという視点を明確にし
て、考えることを楽しむ授業づくりに取り組
むことができた。
③年間８回の授業研会と授業研修会を実施
した。授業デザインが授業改善の課題であ
る。

確かな学力

①学年研・ブロック研を中心に教材研究を重ね、単
元で学ぶべき点、身に付ける力を明らかにしてい
く。②指導案検討や模擬授業を通し、子どもが自ら
「問い」をもち解決していく授業になっているかを視
点に授業づくりを行う。③年間８回の授業研究会
と、講師による研修を行い、授業の改善策を明ら
かにすると共に、日々の授業に取り入れる。

①道徳を中心として、学年やブロックで、身
に付ける力を明らかにする教材研究を複数
回行って深めた。  ②「問い」をもつこととい
う視点を明確にして、各教科にわたった考え
ることを楽しむ授業づくりを意識して取り組
むことができた。 ③年間８回の授業研会と
授業研修会を実施した。授業デザインが授
業改善の課題である。

重点取組
分野

確かな学力

①昨年度深めた道徳の学習活動を 今年度は評価
の方法について共通理解する ②「問い」をもつこと
という視点を明確にしながら教師自身が教材の価
値を理解できるような研修を行う。 ③年間６回の
授業研会と授業研修会を実施し、授業デザインと
授業改善を目指して授業を行う。

総括

B

横浜市立 浜小学校 学校評価報告書 （平成28～30年度）

重点取組
分野

平成２８年度 重点取組
分野

平成２９年度 平成３０年度

自己評価結果
総括



学校経営
中期取組

目標
振り返り

○人との豊かなかかわりを通して、互いに認め合い高め合う子どもを育てることに引き続き取り組む。
・子ども自らが「問い」をもって協働的に問題解決する授業づくりの追究を続ける。
・たてわり活動、ペア学年交流、あいさつ運動が、よりよい人間関係を築く子どもの育ちに有効であっ
た。内容の充実、計画的な活動によって自己有用感を高めることに結び付ける。
・地域の材を取り入れた単元開発を進めるとともに、地域の人とかかわる学校行事を取り入れた。区制
90周年の次年度は、区・地域とかかわる活動に積極的に参加する。

学校経営
中期取組

目標
振り返り

○人との豊かなかかわりを通して、互いに認め合い高め合う子どもを育てることに引き続き取り組む。
・子ども自らが「問い」や思いをもって協働的に問題解決する授業づくりの追究を続ける。
・たてわり活動、ペア学年交流、あいさつ運動が、よりよい人間関係を築く子どもの育ちに有効であっ
た。今後も、活動内容を工夫し、自己有用感を高めることに結び付ける。
・地域の材を取り入れた単元開発を進めるとともに、地域の人とかかわる学習・学校行事を取り入れ
た。単元計画を見直すことで、区・地域とかかわれる材を増やすとともに、つながりを実感できる体験や
関わりを大切にしていく。

学校経営
中期取組

目標
振り返り


