
　 青梅市立吹上小学校

教職員 保護者 児童

Ａ 0.0 34.7 46.2

Ｂ 94.1 60.5 45.7

Ｃ 5.9 4.7 6.8

Ｄ 0.0 0.0 1.3
平均 2.9 3.3 3.4

Ａ 0.0 33.7 44.4

Ｂ 100.0 62.1 40.6

Ｃ 0.0 4.2 10.7

Ｄ 0.0 0.0 4.3
平均 3.0 3.3 3.3

Ａ 21.4 39.5 56.0

Ｂ 71.4 52.6 29.5

Ｃ 7.1 7.9 12.4

Ｄ 0.0 0.0 2.1
平均 3.1 3.3 3.4

Ａ 5.9 25.8 38.5

Ｂ 94.1 62.1 47.0

Ｃ 0.0 10.5 12.4

Ｄ 0.0 1.6 2.1

平均 3.1 3.1 3.2

Ａ 23.5 27.2 32.6

Ｂ 70.6 60.2 47.6

Ｃ 5.9 12.0 17.2

Ｄ 0.0 0.5 2.6

平均 3.2 3.1 3.1

Ａ 14.3 34.9 48.7

Ｂ 85.7 58.2 32.9

Ｃ 0.0 6.9 15.0

Ｄ 0.0 0.0 3.4

平均 3.1 3.3 3.3

Ａ 23.5 37.4 62.4

Ｂ 76.5 53.7 21.8

Ｃ 0.0 8.4 13.2

Ｄ 0.0 0.5 2.6
平均 3.2 3.3 3.4

Ａ 35.3 31.4

Ｂ 58.8 57.1

Ｃ 5.9 9.9

Ｄ 0.0 1.6

平均 3.3 3.2

Ａ 12.5 38.2

Ｂ 87.5 53.9

Ｃ 0.0 7.3

Ｄ 0.0 0.0

平均 3.1 3.3

Ａ 37.5 48.7

Ｂ 56.3 41.9

Ｃ 6.3 7.9

Ｄ 0.0 0.0
平均 3.3 3.4

Ａ 13.3 49.7

Ｂ 73.3 41.4

Ｃ 13.3 7.9

Ｄ 0.0 0.0
平均 3.0 3.4

Ａ 0.0 24.6

Ｂ 100.0 57.6

Ｃ 0.0 15.7

Ｄ 0.0 0.5
平均 3.0 3.0

Ａ 13.3 36.6

Ｂ 80.0 56.0

Ｃ 6.7 6.8

Ｄ 0.0 0.0
平均 3.1 3.3

ホームページや学校・学
年・学級便りを工夫し、教
育活動の様子を家庭・地
域によくわかるように適切
に伝える。

ホームページ、学校・学年・学
級便りに関しておおむね良い
結果だといえる。

ホームページの内容や更新回
数を検討していくとともに、更新
状況などを保護者に伝えてい
く。

運動量の豊富な体育授業になるよう
活動の工夫をしていく。授業や遊び
の中で、児童の様子を賞賛したり、
児童同士で励まし合ったりすること
で、運動への意欲を高められるよう
にする。

B

保護者に「小中一貫」が伝わりに
くい。
学習面だけでなく一貫として取り
組んでいる情報を発信していっ
てほしい。

今後も、内容を充実させつつ、学校
便り、ホームページ等で情報を発信
していく。

児童が運動
に親しみ、
体力の向上
に努められ
る組織的な
学校体制を
つくる。

学校行事
を含む教
育活動を
通し、組織
的に体力
の向上を
図る。

体育指導や体育朝会の実
施方法を工夫・充実させ、
健康の増進・体力の向上
を図り、運動の日常化に
努めている。

１学期に行進練習・ラジオ体操
をすることにより、体力や健康の
意識を高めるだけでなく、集団
行動や規律面でも意識させるこ
とができていると考える。ICTを
活用し、児童がわかりやすく取
り組めることがができていると考
える。

引き続き、体育集会や授業を通
して健康の増進・体力の向上に
ついて意識を高めていく。２学
期以降もなわとび週間・マラソン
週間の際に児童の興味を高め
られるような体育集会にする。

A

子供たちがやる気になる活動を
工夫して運動量を増やすようにし
ていってほしい。
運動が日常化するように子供た
ちの運動の様子を称賛し、興味
を示したり、頑張りたいと思えるよ
うにしていってほしい。

食の教育全体計画に基づ
き、食習慣の重要性につ
いて指導し、意識を高め
る。また、給食時には、よく
噛んで食べれるよう指導
する。

好き嫌いなく食べる児童がいる
一方で、好き嫌いが多い、偏食
をする児童がいる。高学年では
家庭科で食について学習する
が、早い段階から食習慣の重
要性について指導していく必要
があると考える。

学級指導を続けるとともに、学
級活動や家庭科などでバランス
のよい食事の必要性について
指導する。また、身体測定の際
に養護教諭から指導・声掛けを
していく。引き続き、栄養士を講
師に招いた食育の授業を行っ
ていく。

B

子供たちに食べられるものを作ら
せる、季節を通して栽培活動・調
理・体験の活動の実践を積み重
ねていくとよい。収穫して食べる
喜びを感じさせてほしい。
外部の活動への参加も積極的に
呼びかける。

学級指導に加え、養護教諭からの指
導・声掛け、栄養士を講師に招いた
食育の授業も続けていく。学級園を
活用した各学年の栽培活動、５年の
米づくり体験などと結び付けながら食
の大切さを実感させていく。

５
　
特
色
あ
る
教
育
活
動

小中一貫
したカリ
キュラムの
もと、連携
教育を展
開する。

小中一貫
教育の体
制をつくり
指導の充
実を図る。

組織の細分化を図り、さら
に連携を深めて小中一貫
教育の充実を図る。課題
解決に向けて、具体的な
取組を実践する。

小中一貫教育について、学校
便りやホームページで活動の様
子を伝えてきたことにより、おお
むね良好な評価を得ることがで
きた。

今後も小中合同の活動の様子
を伝えていく。さらに目に見える
活動の形を考えていく必要があ
る。小中での情報交換を密に
し、さらに連携を深めていく。

A

学校ホームページは、学校の顔
になるので、力を入れていってほ
しい。終わった後からも見られる、
記録になるところなどで残して
いってほしい。
ホームページのアピールをしてい
くとよい。

今後もホームページの充実を図りつ
つ、学校便り等でホームページ更新
状況をアピールしていく。

地域の教育ボランティアや
ゲストティーチャーを積極
的に取り入れたりし、様々
な人達と交流ができるよう
にする。

保護者にはおおむね高い評価
を頂いたが、もっと活用できるの
ではないかと考えている教職員
もいる。

保護者のボランティアは、今後
とも学年を超えての活用を図っ
ていく。地域の人材の活用につ
いて、さらに進められるように人
材の整理を進め、必要な時に
来ていただけるようにする。

B

ボランティアの活躍が素晴らし
い。
地域の協力を活用するとよい。
元気なお年寄り等を活用する場
も作ってほしい。民生委員も協力
していきたい。人材の発掘を続け
ていく。
祖父母の活用も考えるとよい。

教育ボランティアやゲストティー
チャーの方に、必要な時に来ていた
だけるように人材の整理を進め、人
材リストを更新しつつ、さらに活用を
進める。

４
　
地
域
と
共
に

学校・家
庭・地域
が一体と
なった開
かれた学
校をつく
る。

課題を共
有し、地域
の人材や
資源を活
用した教育
活動を展
開する。

B

いのちの大切さなど、いじめ・自
殺などにつながらないように、指
導を続けてほしい。保護者にも内
容が伝わるようにしてほしい。道
徳授業を通して、家でも道徳の話
をできるようにしていってほしい。
親子の会話が増えるように。

SOSの出し方指導を行う。道徳の授
業について、ワークシートのあり方、
持ち帰りの方法などについて検討
し、共通理解を図る。道徳の授業、
評価等がどのように変わるか、年度
当初に保護者会で説明する。

3
　
健
や
か
な
体

心身とも
に健康な
体を育成
する。

自ら運動
に親しむ
態度を養
い、望まし
い食習慣
など心身
共に健康
的な体を
育てる。

自らの生活習慣に関心を
もたせ、健康でじょうぶな
体作りに取り組む力を育て
る。

大体の児童が基本的な生活習
慣を身に付けている。なかに
は、就寝時刻が遅いことで生活
リズムを崩す児童がごくわずか
だがいる。

各学級で、生活リズムの大切さ
にについて引き続き指導する。
また、保護者会や便りで保護者
への協力を呼びかける。

A

２
　
心
の
教
育

思いやり
の心や社
会規範を
身に付け
た子供を
育成す
る。

人権尊重
の精神に
則り人権教
育の実践
の充実を
図るととも
に、基本的
な生活習
慣を養い、
社会規範
遵守の意
識を育て
る。 日々の道徳の授業の目標

を明確にし、「特別の教
科・道徳」の時間を工夫
し、子供自身が自らを見
つめ直すことができるよう
にする。

日々の授業実践、道徳授業地
区公開講座、副読本・ワーク
シートの持ち帰りなどにより、お
おむね良い評価になっている。

引き続き、ねらいを明確にした
授業を実施し、道徳の授業に
ついて家庭へ周知できるように
する。折を見てワークシート等を
持ち帰らせる機会を設ける。道
徳の授業以外でも価値項目に
そった掲示物等を保護者に見
てもらう機会を作る。

外遊びを奨励していくこと
で、子供自身が意欲的に
体力づくりに取り組める工
夫をする。また、自らの体
力や生活習慣に関心をも
てるよう指導する。

全体的に外遊びをする児童が
増えてきている。外遊びを奨励
することに加え、遊び道具を貸
し出すことで、興味関心を引
き、楽しく外遊びができるように
なってきたと考える。

引き続き、外遊びを奨励してい
く。中休みは外で元気に遊ぶよ
う、児童への声掛けをしていく。
また、なわとび週間やマラソン
週間などの体力向上に向けて
取組を継続していく。

A

先生が混ざってくれるのを子供た
ちが喜んでいる。ぜひ、一緒に遊
んでほしい。
教室に残っている子には、引き続
き外遊びを促してほしい。

体育の時間や休み時間など、折に
触れて教員が運動遊びを児童に紹
介したり、一緒に遊んだりする機会を
つくる。
引き続き、外遊びを奨励していく。中
休みは外で元気に遊ぶよう、児童へ
の声掛けをしていく。

学校で指導を続けてもらうととも
に、保護者に、生活リズムが乱れ
ないように呼びかけていってほし
い。

引き続き各学級で、生活リズムの大
切さについて指導していく。また、保
護者会や便りで保護者への協力を
呼びかけていく。

A

挨拶ができる子はできるが、でき
ない子がいる。まずは、先生方が
率先して　「笑顔」で挨拶を心が
けてほしい。気持ちよく子供が挨
拶を返せるように先生方も意識す
ることで、よりよい子供たちの挨拶
につながるだろう。

教員が率先して挨拶をするように心
がける。「挨拶＋一言」の挨拶をする
ことにより、児童との絆を深めていく。
保護者にも働きかけ、挨拶の輪を広
げていく。

生活指導月目標を基に共
通実践を行い、きまり遵
守、挨拶・返事などきちん
とできるように規範意識を
育む。

保護者は87.9％、児童は
80.2％がABの評価であり、保護
者の評価が若干下がっている
が、概ね規範意識は育っている
と考えていることが分かる。教職
員のＡＢ評価が、前回より４１．５
ポイントも上がっているが、1学
期からの指導の成果を実感して
いるからだと考えられる。

毎月の生活指導目標について
学級ごとに具体的な取組を話し
合う。教職員間で、取組内容を
交流し合い、児童の指導に活
かしていく。廊下歩行について
は、全職員で声をかけながら、
常に意識を向けるよう働きかけ
を続け、大怪我を未然に防ぐよ
うにする。

B

大きな怪我につながらないよう
に、廊下歩行は、常に意識を続
けてほしい。子供同士でも声を掛
け合えるようにしていく。

廊下歩行は、年間を通して指導を継
続する。学級指導でも教室移動のと
きに、整列して落ち着いて歩くことな
どで意識を高める。廊下歩行につい
て、児童がお互いに声を掛け合うこ
とを賞賛し、校内に広めていく。

強化月間を設け、校内外
の人に気持ちの良い挨拶
やていねいな言葉遣いを
できるようにする。

８０％以上がＡＢ評価で評価が
高い。教員の評価で、Ｃ評価が
１０．５％から０％に減少したの
は、1学期からの指導の成果を
実感していることと、11月の生
活目標が言葉遣いについての
ことだったので、校内の意識が
高まっていたことが考えられる。

校内で挨拶が活発に行われる
ように、引き続き教員が率先し
て挨拶をする。今年度11月に実
施した、「やさしさの木」の取組
を通して、児童は友達との温か
い関わり合いを振り返ることがで
きた。さらに改善して、来年度も
実施したい。

　子供たちは宿題をきちんとやって
いる意識があるのだろう。家庭学習
の習慣化により、自主性につなが
り、発展していくだろう。取り組む姿
勢を大事にしていってほしい。保護
者の価値観を高めていく必要があ
る。今後の学習につながる学習姿
勢を身に付けられるようにしていっ
てほしい。

引き続き学校全体で家庭学習の習
慣化を図り保護者会等で青梅市の
家庭学習のすすめを活用し啓発を
行う。また、家庭学習の質を上げるた
めに予習･復習の重要性について学
級活動などで指導していく。

日常的に課題追究型の授業を
展開することで応用力を付けて
いく。授業改善プランを活用し
た授業を続ける。

A

児童のC・D評価をB以上になるよ
うに底上げをしていってほしい。
A評価の児童も多いが、満足せ
ず、よりよいものを目指していって
ほしい。基礎的な学力の定着を
図り、応用力につなげていってほ
しい。

基礎的な学力の定着を図り、引き続
き日常的に課題追究型の授業を展
開することで応用力を付けていく。

言語活動を重視した授業
を日常的に実施し、思考
力･判断力･表現力を育て
る。

相槌言葉や話型などを使うことで、
表現力が身に付いてきている。話し
合い活動を活発にし思考力・判断
力を高めていくために、話し合う場
の設定を工夫したり話し合いのテー
マを吟味したりしてきたが、思考力・
判断力はまだ十分育っているとはい
えない。

引き続き、話し合い活動を活発
にし思考力・判断力を高めてい
くために、話し合う場の設定を
工夫したり、話し合いのテーマ
を吟味したりする。

A

　「他人を大切にするためには、ま
ず場をよむ力が求められる」学校便
りの巻頭言を通して、学校の指導
が明確になっている。先生方に自
信をもって、授業をすすめていって
ほしい。より高い意識をもってほし
い。自発的にできる子供たちをさら
に高めていってほしい。

３年間校内研究でコミュニケーション
の研究をしてきたことを生かして、今
後特別な教科道徳にも話し合い活
動等力を入れ、児童に思考力・判断
力・表現力を付けていく。

1
　
学
力
の
向
上

基礎・基
本を大切
にし、分
かる授業
を実現す
る。

言語活動
を重視して
基礎的・基
本的な知
識・技能の
確実な習
得と、自ら
学ぶ力を
育てる。

重要教科を国語と算数に
定め、授業改善プランを
活用し、基礎学力と学び
合う力を育て、より広い応
用力を付ける取組を実践
する。

第１回に比べて教職員の評価
が向上した。保護者・児童の評
価は引き続き高いが、全国学力
調査や都学力調査の結果を見
ると応用力が育っていないこと
が見受けられる。

学年の発達段階を考慮し
た学習課題（宿題）を出
し、学ぶ意欲を高めるとと
もに家庭学習の習慣化を
図る。

教職員の評価が向上した。保
護者の評価も概ね高い。家庭
の協力により、担任のやり方が
定着したと考えられる。校内で
教員が宿題の情報を共有し
あったことも効果があったので
はないか。

家庭学習の仕方や質について
折にふれて指導する。保護者
会等も活用し、保護者への啓発
も行う。家庭学習の質や量につ
いて、教員間で情報交換を行
う。家庭学習の習慣ができてい
ない児童については粘り強く指
導を行う。

B
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平均はA=4,B=3,C=2,D=1で算出 分析結果 改善策

学校関係者評価

学校の見解と今後の方向性評
価
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