
本村小学校

【目指す学校像】

【目指す児童・生
徒像】

【目指す教師像】

中期経営目標

№ 四つの柱 基本施策 今年度学校で重点を置く「具体的施策」
（令和４年度までの

３年間）
取組指標 成果指標 取組 成果 評価 コメント

1 Ⅰ　健全育成 個性を認め合う教育の推進 自己肯定感・自己有用感の醸成

生活指導・特別活動・
読書活動等関連する
活動の充実を図り、自
他のよさを認め合い他
を思いやる心を育む。

各学級や授業で友達
のよいところを見つけ
る取組や働きかけをす
る。④100％③90％②
80％①80％未満

児童が自他のよさを認
め合い他を思いやる行
動をしている。④90％
以上③80％②70％①
70％未満

4 3 3.4
教員が積極的に児童のよいところを認め、褒める取組をして
いく。自己有用感を味わえるような体験を重視した学級活動
を実践し、集団の中での自分の役割に気付くよう指導する。
教職員自身の言動や教職員同士のかかわりにも留意する。

2 Ⅰ　健全育成 いじめ問題への対応
いじめ防止対策推進基本方針に
基づいた取り組みの推進

いじめ防止の取組を充
実させるとともに早期
発見・早期対応を行う。

いじめ防止の取組や働
きかけをするとともに早
期発見・早期対応をす
る。④100％③90％②
80％①80％未満

いじめ認知件数が減少
している。④5％以上③
5％未満②変化なし①
増加

4 4 3.8

教員への研修、児童朝会での校長講話での啓発、児童の計
画委員会などが中心となる活動を実施する。いじめやいじめ
につながるケースを把握し、共通理解のもと指導するととも
に、一人一人の教員のいじめに対するアンテナを高くするよ
うに努める。毎週の生活指導夕会で各学級の様子を共通理
解する。

3 Ⅰ　健全育成
生涯にわたって育む健やかな体
づくり

体力向上に関する指導の充実

体育授業の充実ととも
に、日常的な運動遊び
を奨励し、児童の健康・
体力向上を図る。

外遊びの奨励、縄跳び
やマラソン旬間の実
施、運動にかかわる環
境整備、感染症予防の
徹底を図っている。④
100％③90％②80％①
80％未満

体育の授業や休み時
間に体を動かすことを
肯定的にとらえている
児童。④90％以上③
80％②70％①70％未
満

4 3 3.2

休み時間の外遊びの奨励について、校内での共通理解を図
り、専科等の担任以外も意識を高める。児童の実態を明らか
にしながら体育の授業での適切な運動を行う。
教室内外の環境衛生に気を付け、今後もマスク着用・手洗
い・三密の回避に努める。児童朝会、校内放送等で児童に
感染症予防の徹底を呼びかける。

4 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成
基礎的・基本的な学力の定着と
学ぶ意欲の向上

指導方法の工夫・改善
や補習等の機会の増
加により基礎的・基本
的な学力の定着を図
る。

学習したことを身の回
りの生活とを結びつけ
たり体験活動を取り入
れた授業を行った。放
課後の補習を実施し
た。④100％③90％②
80％①80％未満

ワークテストの結果に
おいて改善傾向が見ら
れる。④90％以上③
80％②70％①70％未
満

3 3 3.2

学力パワーアップサポーター等によるＴ２や個別指導の充実
を図る。学力パワーアップサポーターによる放課後補習を検
討する。主体的・対話的で深い学びのある活動を取り入れた
授業を実施するために、校内研究を生かした実践、日々の教
材研究の充実を行う。

5 Ⅱ　学力向上 確かな学力の育成 家庭学習の積極的な展開

適切な課題（宿題）の
実施、保護者・児童へ
の啓発により家庭学習
を習慣化させる。

児童の実態にあった課
題（宿題）を実施し、家
庭での学習を促してい
る。④100％③90％②
80％①80％未満

家庭学習の習慣がつ
いている児童。（保護
者アンケート）
④90％以上③80％②
70％①70％未満

3 1 2.4
学校だより・学年だより等を活用し、家庭学習の例示や家庭
への啓発を行う。学年ごとの適切な課題、個別の課題の工
夫を行う。

6 Ⅱ　学力向上
日本人としての自覚と豊かな国
際感覚をもつ人材の育成

英語教育と国際理解教育の推進

ＡＬＴを活用しながら、
全学級担任が外国語
の授業を適切に実施す
る。

ＡＬＴの協力を得ながら
外国語の授業を行って
いる。④100％③90％
②80％①80％未満

外国語の学習が好きだ
と思う児童。④90％以
上③80％②70％①
70％未満

3 2 2.6
ＡＬＴと協力をし、児童が積極的に英語を発音しながら楽しく
学習できるよう授業の工夫をする。児童の実態を把握しなが
ら指導方法の改善に努め、英語嫌いを生み出さないための
工夫を行う。

7
Ⅲ　教育環境の整
備

各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

教員の授業改善、指導力の向上
の推進

校内研究や教員研修
等を活用し、児童の実
態に即した学習指導を
行う。

プログラミング教育の
授業実践を通して授業
改善を行う。④100％③
90％②80％①80％未
満

授業が分かると思う児
童。④９0％以上③
80％②70％①70％未
満

3 4 3.8
３年間取り組んだプログラミング教育の校内研究で得た、「試
行錯誤」や「思考過程の見える化」等の授業を展開するため
の視点を活用し、日常の授業改善に努める。

8
Ⅲ　教育環境の整
備

特別支援教育の充実 特別支援教育の充実

子供支援委員会がより
よく機能し、関係機関と
連携した指導・支援の
充実を図る。

特別支援教育の視点
をもった学級・授業づく
りをし、計画に基づく指
導・支援をしている。④
100％③90％②80％①
80％未満

支援や配慮の必要な
児童へ適切な指導・支
援ができている。④
90％以上③80％②
70％①70％未満

3 3 3.4

一人一人の児童の発達の特性や課題を理解し、特別支援教
育の視点による学級づくり、授業づくりを行う。
個別の支援や配慮について、今後も生活指導主任を中心と
した子供支援委員会で検討し、毎週の生活指導夕会などで
情報共有する。

9
Ⅲ　教育環境の整
備

安全・安心な学校づくり
地域や外部人材を生かした体験
活動の充実

地域の教材・人材の活
用をし、各教科、総合
的な学習の時間等の
教材開発、指導内容の
充実を図る。

地域の教材（自然・施
設）・人材等を活用した
学習を行う。④100％③
90％②80％①80％未
満

地域の人材・教材を活
用した学習が好きだと
思う児童。④90％以上
③80％②70％①70％
未満

4 4 4.0 今後も外部講師を活用した学習を行い、さらに地域の教材・
人材を活用した取組を改善したり開発したりする。

10
オリンピック・パラリ
ンピックの精神を生
かした教育の充実

体験的な活動 体験的な活動

オリンピック・パラリン
ピックへの児童の興
味・関心を高めるととも
に、「学校２０２０レガ
シー」の取組を行う。

オリンピック・パラリン
ピックに関連した学習
を実施している。④
100％③90％②80％①
80％未満

オリンピック・パラリン
ピックへの興味・関心
がある児童。④90％以
上③80％②70％①
70％未満

3 3 3.2

年間指導計画の確認をし計画に基づいて実施する。校内の
掲示物の充実や全校朝会の校長講話で、オリパラへの関心
を高める。今後も「学校2020レガシー」として、共生社会に必
要な障害者理解やグローバル社会で活躍するための国際感
覚を深められるよう、各教科等での指導を充実させる。

11
Ⅲ　教育環境の整
備

各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

ライフ・ワーク・バランスの改善
業務の効率化がされ、
在校時間が減少してい
る。

業務を効率化する。④
90％以上③80％②
70％①70％未満

教員の「ライフ・ワーク・
バランス」の満足度。④
90％以上③80％②
70％①70％未満

3 3 3.4
教員一人一人の状況を管理職が把握して必要な助言をし、
教員の在校時間の短縮を行う。教職員同士が日常的にコ
ミュニケーションを高め、チームワークを強めることで互いに
学び合い、支え合うことができるように努める。

令和２年度　東久留米市立 学校評価報告書

前年度までの学校経営
上の成果と課題

短期経営目標 評価指標・評価基準

①社会人・教育公務員としての自覚ある態度をとる教師　　　　　　　②子供のよさを認め、可能性を引き出す教師　　　　　　　③経験やアイデアを生かし協力して指導力向上に努める教師
④課題を前向きにとらえ、迅速に建設的な対応をする教師

学校関係者評価
次年度の方策

（１年間）

東久留米市第２次教育振興基本計画 自己評価

学校教育目標
◎　創る  （重点）
〇　思いやる
〇　活きる

教
育
ビ
ジ
ョ
ン

①子供のよいところを認め、可能性を引き出せる学校　　　　②地域・社会に貢献しようという気持ちを育てる学校

○オリンピック・パラリンピック教育について
・コロナ禍の中、オリパラがどうなっていくか分からないが、国際理解・障害
者理解の活動を行い、レガシーとして続けていけるよう働きかけをしてほし
い。
・コロナでオリンピック・パラリンピックが延期なので子供は残念がっている
が、深く学ぶ時間ができてどの種目についても楽しみになっている。
○ライフ・ワーク・バランス、働き方改革について
・教員の身体的・精神的負担を軽減し、児童とふれあい、向かい合い、話
し合う時間をしっかり確保していくためにも、引き続き丁寧な議論と取組を
継続してほしい。
・今後、さらに先生方の負担が減るように改革を増やしてほしい。先生方
が健康に仕事ができる環境が大切だと思う。

①試行錯誤しながら考えを深め、創造力のある児童　　　　 ②自他のよさに気付く心豊かな児童　　　  ③健康で、何事にも意欲をもって活動する児童

各学年・学級で、自他
のよさを認め合う取組
を行い他を思いやる心
を育む。

いじめ防止の取組及び
早期発見・早期対応を
行う。

体を動かすことや健康
への関心を高める取組
を行い、児童の健康・体
力向上を図る。感染症
予防を徹底し、「新しい
生活様式」を確立する。

学習と身の回りの生活
とを結びつけたり体験
活動を取り入れたりして
学ぶ意欲を高める。学
力パワーアップサポー
タを活用し、放課後等に
補習を実施する。

各学年の取組のほか、
アスリートの招聘や児
童朝会での講話、掲示
物などにより児童のオ
リ・パラへの関心を高め
る。

各分掌で業務の見直し
や資料や電子データの
保存・引継ぎを確実に
行う。

各学年が適切な課題
（宿題）を実施するとと
もに家庭学習の啓発を
行う。

ＡＬＴの協力を得て、市
作成の指導資料をもと
に、全学級担任が外国
語の授業を実施する。

プログラミング教育の研
究等を通して、授業力
の向上を図る。

子供支援委員会を中心
に、校内で情報共有し、
計画に基づく指導・支援
をする。

地域の教材・人材の把
握及び開発を行い、各
教科、総合的な学習の
時間等の充実を図る。

○自己肯定感・自己有用感の醸成について
・校内だけでなく、地域で児童に会ったときにも、よくあいさつをしてくれる。
・６月に学校再開し、楽しみな活動ができると思っていたが、行事が縮小し
たり中止になったりしてしまい残念。６年生はやり切ったという気持ちが薄
い。身近に新型コロナウイルスがあるので、できる範囲で行事等をおこ
なってくれてありがたい。
○いじめへの対応について
・子供たちが生き生きと活動している。今後も誉めながら力を伸ばしてほし
い。
・指導の難しい児童が増えている中、関係諸機関と連携し、きめ細かい指
導をしてほしい。
○体力向上・感染症予防の徹底について
・外で遊ぶときは思い切り遊び、教室では静かに過ごしている。
・集団活動が苦手だが、その中でも楽しく体を動かして健康促進を図って
ほしい。
・体力向上はコロナ禍の今、大事である。感染症予防にも続けて努めてほ
しい。
・子供食堂では、静かに食事をしていて驚いた。給食の時も本当に静かに
して食べていることが分かる。

○学力向上について
・教室での通常の授業とオンライン授業では、手先の使い方が違う。手先
がうまく使えない児童が増えている。手先の器用さが思考力に繋がる。
・小学校における基礎的学力の習得や学習習慣の定着は、中学校以降の
学習への影響も大きく、重要なものである。今後も様々な取り組みを進め
てほしい。
○家庭学習について
・新型コロナによる休校期間によって、改めて家庭学習の状況について注
目した保護者も多いのではないか。
・休校の時の影響もある。保護者のゆとりがない現状がある。家庭環境の
差が大きいが、ぜひ習慣化させてほしい。
・保護者と本音で話をして、一緒に児童を育てると言うことができなくなって
いる。地域性もあると思うが家庭学習の習慣が身に付くように取組を続け
てほしい。
○外国語指導について
・児童の雰囲気から外国語学習の力が落ちていることを感じている。英語
の授業の時に声が出ていない。英語を楽しめる取組を実践してほしい。
・新しいことを学び、世界が広がる喜びを味わってほしい。

○授業改善・指導力の向上について
・今後も授業改善の努力を継続することによって教育活動の質の向上に
努めてほしい。
・学校公開が中止になってしまったのは残念。保護者も学校活動に関心を
もてるような授業をしていくことが大切である。
○特別支援教育について
・担任でなくても児童のことを把握していることが素晴らしい。引き続き真
摯に取り組んでほしい。
・あすなろ教室の授業も参観することができた。児童の能力に応じた個別
の指導も大切。
○地域の人材・教材を生かした活動について
・学習以外でも子供が地域に知り合いができるところもよい。
・コロナ禍でも外部人材を活用し、楽しめる授業を工夫しているのは素晴ら
しい。
・身近な地域についての学習も、生まれ育った場所を大切にする児童を育
むために、さらなる充実に期待する。

○プログラミング教育の取組を進め、授業改善してきた。今後、これまでの実践を再検討したり指導計画の見直しを行ったりする。また、プログラミング体験の充実を含め新たな実践をつくり、児童のプログラミング的思考のさらなる向上を目指す。
○いじめ、不登校対策では、丁寧な対応による問題解決や不登校傾向児童の別室登校など、取組の成果があった。児童が自他の個性を認め合う教育を推進していくとともに、引き続き関係機関と連携して組織的な対応を行う。
○児童の基礎的・基本的な学力の定着や体力向上の取組が十分ではない。より適切な指導を工夫し、学習や運動をする機会を増やすことで児童の学力・体力の向上を図る。


