平成２９年３月7日

平成２８年度 大田区立北糀谷小学校 自己評価 報告書
○ 本校の概要
平成２８年度に開校１４０周年を迎え、１１月５日に記念式典・祝賀会を挙行する。学校規模（児童２８０人、１１学級 難聴・言語障害学級併設）
大田区ICT活用推進モデル校 研究主題「ＩＣＴを活用し、進んで伝え合いかかわりを深める児童を育成する指導法の工夫」をテーマに、各教科におけるＩＣＴを活
用した指導法を研究する。

○ 自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策
大項目

目標

取組内容

目標に対する成果指標

成果
評価

４：通知表において関心・意欲
学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひ の項目がAまたはB評価の児
とりの学習のつまずきや学習方法について、指 童の割合が９０％以上
導する。

学
力
向
上

算数・数学到達度をステップ学習チェックシート
で児童・生徒、保護者に知らせる。
３：通知表において関心・意欲
の項目がAまたはB評価の児
童の割合が８０％以上９０％未
満
学習指導講師等による算数・数学・英語の補習
児童・生徒一人ひと を実施する。
りの学ぶ意欲を高
め、確かな学力を定
２：通知表において関心・意欲
外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の の項目がAまたはB評価の児
着させます。
方々とのコミュニケーション能力の育成等を
童の割合が７０％以上８０％未
図っている。
満

授業改善推進プランを、授業に生かす。
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これまでの取組
及び
今後の改善策
●夏季休業中に行われる三者面
談で児童一人一人に面談を行
い、学習についても学習カルテを
通して話題にした。
●本校ではチェックシートを学期
末に「あゆみ」に同梱して周知を
図っている。確実に実施できた。
●授業改善プランについて、本
校では作成後、夏季休業中に校
内研修会を開き、改善プランにつ
いて周知を図っている。
●今年度は「進んで伝え合い、
かかわりを深める児童の育成～
言語活動を充実させるためのＩＣ
Ｔ活用を通して～」を引き続き研
究主題とし、全教科・領域に範囲
を広げて研究を進めている。

学校関係者記入欄
コメント
●先生方の熱心な指導を感じ取
れます。これからも児童達の体力
と学力の向上にご尽力の程よろし
くお願いします。
●先生方は学力向上に努力し、
児童も頑張り、保護者もよく理解
し、成果があったと思います。引き
続き学力向上に創意工夫をお願
いいたします。
●大田区の取組に対応して、努
力している姿勢を感じ、子どもの
学習意欲が高まっていることが理
解できた。
●改善策△が８項目のうち５こあ
るが、努力した結果だと思われる
ので、評価としてはおおむね適切
である。さらに努力して△の数を
少なくしていただけたらと望みま
す。

1：通知表において関心・意欲
の項目がAまたはB評価の児
童の割合が７０％未満

校内研究の取り組みを通して、児童の伝え合う
力を育成する。
４：不登校復帰率100％
小中一貫による教育の視点に立った生活指導
の充実により、社会のルールや学校のきまりな
どを守ろうとする意識を高める。
道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都
及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳
３：不登校復帰率70％以上
指導充実のための取組を行う。
100％未満

豊
か
な
心
を
育
む

学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果
よりストレス症状のみられる児童・生徒に対して
組織的に対応する。

子ども一人ひとりの
健全な自己肯定感・
自己決定力を高め、
２：不登校復帰率40％以上
未来への希望に満ち 学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未 70％未満
た豊かな人間性を育 然防止、早期発見等のための取組を実施す
みます。
る。
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問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒
１：不登校復帰率40％未満
に関するケース会議等を実施する。

配慮を要する児童への理解を深め、対応力を
身に付ける。
体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計画
を作成し、計画に基づいた体育指導や「一校一
取組」運動や「一学級一実践」運動を実践す
る。

４：児童アンケート「体育の授
業と外遊びが好きですか」の
回答で「すき」「まあまあすき」
の回答率が９０％以上

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し ３：８０％以上
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活
習慣についての意識啓発を行う。
体
力
向
上

子ども一人ひとりの
身体活動量を増加さ 給食指導及び教科等における指導を通して、食
せて意欲や気力の元 生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進
２：７０％以上
となる総合的な体力 する。
を育みます。
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●糀谷中・糀谷小・北糀谷小の３
校で取り組んでいる生活スタン
ダードの指導が各校で定着して
きている。
●H28年度の道徳指導充実のた
めの取組の実施状況
１学期：特別の教科「道徳」先行
実施に向けた研修会，２学期：他
地区の推進状況の情報提供，３
学期：道徳授業地区公開講座に
向けた指導案の書き方
●毎週の児童理解朝会や毎月
の特別支援校内委員会、必要な
事案に対し適時行うケース会議
や、いじめ対策委員会、難言教
室におけるケース会議により、児
童の諸問題について組織的に対
応している。引き続き「報告・連
絡・相談」を確実に行い、管理
職・担任・専科教員・スクールカ
ウンセラーなど、組織として情報
交換を密に行っていく。
●必要に応じて、スクールカウン
セラーや、ソーシャルワーカー・
児童相談所・子ども家庭支援セ
ンター・区の適応指導教室「つば
さ」など外部の組織とも連携を密
にして対応している。

●子どもたちは未来があり希望が
あります。学力向上は必要です
が、その土台造りには、健全な精
神が重要です。指導は難しいと思
いますが、子ども達のこと、よろし
くお願いいたします。

●本校における「一校一取組」は
金曜日の体育朝会である。季節
に合わせてなわとび・大縄・マラ
ソンの取り組みや、全校での綱
引きや力比べなどの体を使う
ゲームを楽しむ体育朝会を行っ
ている。
●養護教諭を中心として、全校
で「早寝・早起き・朝ごはん」の取
り組みを行った。その結果は全
教員で共有し、児童理解を図っ
ている。
●食育について、特に低学年で
は、保護者会でも、給食だけでな
く家庭での食事についても気を
付けてもらえるように話をした。

●健全な精神を宿すには、体力
の向上が必要不可欠です。その
ためには、子どもたちの体内、体
外の環境を整えることが必要で
す。ご指導お願いいたします。

●全主任・主幹教諭が年間１回
の校内ＯＪＴ講座を担当する取組
を計画的に実施している。その
他にも、授業研修やＩＣＴ機器の
活用研修、アレルギー対応研
修、特別支援教育に関する研
修、道徳の教科化に関する研修
など、適時校内研修会を行って
いる。
●ＩＣＴ機器の活用について、
94％が「月１回以上活用した」と
回答。そのうち、学級担任・専科
教員は100%の回答。特別支援学
級では個別指導を行っているた
め使用頻度の少ない教員もい
る。校内LAN環境についても同
様に、学級担任はデジタル教科
書を使うため、教師用タブレットを
日々活用している。難言教室に
も校内LAN環境があるが、個別
指導や少人数指導であったり、
教科が限られていたりするため、
LAN環境の活用頻度には差が見
られた。ＩＣＴ機器導入の目的は
使用することではなく指導効果を
あげることなので、指導内容と指
導環境に合わせて適切・有効に
活用していく。

●ＩＣＴの機能をもっと使いこなして
役に立ててもらいたいと思いま
す。

●学校HP「きたこうじや日記」に
活動の様子を随時掲載してお
り、ほぼ毎日更新されている。
●地域教育連絡協議会では本
校の「１０の約束」のアンケート結
果などを基に、児童の様子につ
いて伝えている。学校評価に際し
ては、学校の取り組みが伝わる
ように留意して資料を作成した。
●学校支援地域本部には、夏の
「わくわくスクール」でＰＴＡや地域
の講座の開設の連絡・調整を依
頼したり、火曜日の朝学習時の
読み聞かせの調整を依頼したり
している。今年度の140周年に関
わる学習では、地域にある工場
の協力などを得ることができた。
また、地域にある専門学校とも連
携をとることができた。
●今年度から本校では、基礎学
力向上のための家庭学習の取
組として、「宿題５のやくそく」を導
入した。合わせて高学年では「自
主学習ノート」の取組を進めてい
る。

●地域の集会で意欲的に取り組
み、もっともっと地域に入り込んで
きてもらいたい。
●地域においても未来がある子ど
もたちを見守っていくことは、なに
より重要と思います。私たちも日
夜努力していきたいと思います。
●ホームページの公開、更新で学
校のことがよく分かります。
●▼△の＋－として、自己評価は
ほぼ適切であると思われる。
●大項目(４項目)全体を通しての
感想
・とても丁寧な分析がなされてお
り、成果・課題が明確になってい
る。
・達成目標に関して設定された評
価項目については、よく達成され
ている。
・先生方が真摯に子どもたちに向
き合っていることがよく分かる。
・学校での取組や教育環境づくり
に努力されていると感じる。
・全体的に大変丁寧に評価されて
いると感じる。

●学校公開において、道徳教育
のあり方の説明を受け、その充実
ぶりを理解できた。

体育的行事、部活動、休み時間など様々な機
会を通して運動習慣の確立を推進する。
１：７０％未満
全校による体力向上の取り組みとして、金曜日
の朝会時間に体育的朝会を実施する。
４：保護者による授業評価にお
授業公開日の授業評価を、その後の授業改善 いて「よくあてはまる」または
「あてはまる」の回答率が９
に生かす。
０％以上

教
育
環
境
向
上

授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
３：保護者による授業評価にお
OJTを充実させる。
いて「よくあてはまる」または
「あてはまる」の回答率が８
０％以上
教員の指導力向上、 各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自
施設の整備や講師・ 身の授業改善に生かす。
支援員の配置などの
学校サポート体制の
２：保護者による授業評価にお
充実に取り組み、学
いて「よくあてはまる」または
習環境の向上を図り 学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機
「あてはまる」の回答率が７
器を活用した授業を実施する。
ます。
０％以上

校内委員会等を確実に実施し、学校における
特別支援教育を推進する。

ICT活用研究モデル校として、校内LAN環境を
活用した授業を実施する。
教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本
情報、児童・生徒の活動情報等をホームページ
等で公開及び更新することにより、積極的に情
報を発信する。

家
庭
・
地
域
の
教
育
力
向
上

地域教育連絡協議会において、児童・生徒の
変容等の具体的な資料を作成して、評価に必
要な学校の情報を適切に提供し、適正な評価
を受けるよう努める。
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１：保護者による授業評価にお
いて「よくあてはまる」または
「あてはまる」の回答率が７
０％未満

４：保護者による地域ぐるみの
教育の評価において「よくあて
はまる」または「あてはまる」の
回答率が９０％以上
３：保護者による地域ぐるみの
教育の評価において「よくあて
はまる」または「あてはまる」の
回答率が８０％以上

学校・家庭・地域の果
たすべき役割や責任
を明らかにするととも 学校支援地域本部と連携するなどして、地域力
を生かした特色ある教育活動を実践する。
２：保護者による地域ぐるみの
に相互の連携を深
教育の評価において「よくあて
め、地域とともに子ど
はまる」または「あてはまる」の
もを育てる仕組みを
回答率が７０％以上
つくります。
家庭学習の時間の確保を図る。
１：保護者による地域ぐるみの
教育の評価において「よくあて
はまる」または「あてはまる」の
回答率が７０％未満
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●教育環境向上にはＩＣＴは便利
なツールです。使いこなすことは
重要ですが、しかし、教育の原点
は一人ひとりの顔を見て行わなけ
ればいけません。デジタルのツー
ルをアナログ対応にしていくか
が、今後の教育は重要と思いま
す。
●積極的な学校公開授業が行わ
れるなか、研究、研修の成果を感
じ取ることができました。

○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。
○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。
○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である Ｂ：自己評価はおおむね適切である Ｃ：自己評価は適切ではない Ｄ：評価は不可能である の４点について、 評価
した人数を記載する。

