
教育活動
や分掌等

評価項目 具体的方策・評価指標 成果と課題(評価の分析) 課題の改善方策等

「自分の考えをもち、伝え合う力」を育てる指導法の
工夫に全職員で取り組み、研究授業や実践を通して学
び合う。

児童の実態を踏まえ、力を付けるための研究授
業５本を通して、学び合った。当該学年だけで
はなく、学年部全体で指導案を練り合う場を充
実させる必要がある。

自分の考えを深めて伝え合える授業実践を重ね
るために、計画的に学年部で指導案を練り合
う。

学習規律の定着を図るため、全校共通して定着を目指
す「話す・聞くスキル」や「井小学習のやくそく」を
徹底する。

「声のものさし」を活用して、声の大きさを考
えて話すことのできてきた。今後、適切な話型
を使って話す力や聞く力の定着を図る取組をさ
らに進める必要がある。

各学級や学校全体で、自分自身の目標としての
意識を高める取組を行っていく。

書く力の向上を目指し、児童の「書く力」の実態を踏
まえ、全校で同じ作文課題に取り組む。（自分の考え
を書き表す）
（「井小書く力向上プロジェクト」）

学期に一度、全校で同じ作文課題で書き、各学
級数点を校内掲示したり、校内放送で発表した
りすることで、主体的に書く意欲や書く力が高
まった。

日常的に、自分の考えを問うような課題設定を
して書く活動を充実させることで、書くことへ
の苦手意識を和らげていきたい。

自主的・主体的に最後まで努力する子どもを育てるた
めの内容で、委員会活動を実施する。

それぞれの委員会で新しい取組を工夫して実施
することができた。「５つの柱を守ろう週間」
は新たな工夫が必要である。

「５つの柱を守ろう週間」の取組に参加するか
どうかを各委員会で話し合い、主体的に参加で
きるようにする。振り返り・反省から具体的な
改善策を考えさせる。

児童一人一人の自主性や協調性を育み、学年のまとま
りを深め、お互いを認め合う心を育むための内容で、
「冬の集会」を実施する。

日頃の学習の成果をいろいろな方法で発表する
ことができた。しかし子ども達がねらいをあま
り意識できていなかった。

児童にねらいを明確に意識させ、自分たちの考
えや工夫を重視して主体的に取り組ませる。

主体的・意欲的な学習活動や読書活動につながるよ
う、学校図書館を計画的に利用する。

ボランティアさんのおかげで、読書に親しむ児
童が増えた。ただ、読む本のジャンルが限られ
ているので、いろいろなジャンルに興味を持た
せたい。

国語教材と関連させて本を紹介したり、図書室
で本を借りるときに興味関心を広げられるよう
な声かけをし、進んで読書活動を広げられるよ
うにする。

ちがいを認め合い自他共に大切にする学級作りを進め
るため、各学年の人権学習の目標に迫る「人権参観」
を行う。

児童が自分自身のことを振り返って考える機会
となった。また、学級懇談会での話し合いで
は、親子で人権について考えることができた。

保護者にも様々な視点から考えてもらい、児童
が自分のこととして深く考えることができるよ
うな職員研修を行う。

一人一人のつながりを大切にしたあたたかい学級作り
を進めるため、調査結果等も活用しながら、他者の思
いを尊重して行動する意識を高めるような授業内容を
工夫する。

学級・学校の一人一人が大切であるということ
を、道徳や学級活動の時間を中心に考えた。相
手意識や他者意識を高めるための指導の、さら
なる工夫が必要である。

発言の有無にかかわらず、児童一人一人の考
え・意見を大切に授業に位置づける。学校生活
のあらゆる場面や授業において、常に「相手意
識」を高める意識付けを行う。

児童の様子について全職員で共通理解し、集団づくり
についての研修を行った上で、適切な支援のあり方を
検討し、実践する。

毎月の委員会で、児童が友だちとかかわって主
体的に行動できるような支援のあり方を交流し
た。

児童の様子を共通理解することはできた。具体
的な支援方法について、専門的なアドバイスも
得ながら検討する会議を継続させていく。

アンケートや日常の観察・聞き取り等を丁寧に行い、
すべての教職員で、各学級の生徒指導上の実態を把握
する。

生徒指導上の実態を全職員で把握し、児童理解
を図り、継続的な指導・見守りにつなげること
ができた。

生徒指導上の課題解決のための体制を整え、来
年度も取組を継続させる。また、学級では自分
たちで生活をよくしていけるような意識を高め
ていく。

学級の生徒指導上の課題の解消等について、取組を検
討する。

全職員で児童理解や取り組みを検討することが
でき、指導につなげることができた。

児童への指導・支援体制を整え、来年度も取組
を継続させる。また、児童が主体的に自分たち
の生活を見つめ直して実行していけるような取
組の検討を行う。

基本的な生活習慣を身に付け、児童自ら実践していく
ことについて、学級懇談会や学年・学級通信で児童と
保護者に伝え、家庭での取組を促す。

 基本的な生活習慣について各学年で懇談会や
学級通信、保健だよりで保護者に伝えた。ま
た、児童には日々の生活や長期休み前に話をし
た。

懇談会で話をする内容に生活習慣の項目を加え、
懇談会でその都度、児童自ら生活習慣を確立してい
くことができるような提案をする。

児童が進んで様々な運動に取り組み、運動に親しむ意
欲と態度を育てることができるよう、多様な運動がで
きる環境整備を行う。

年度初めの運動場の使い方の提案によって遊具
等が適切に使えるようになった。また、ソフト
ドッジボールを配当したことによってドッジ
ボールだけでなく、バレーボールなどの運動の
多様性につながった。

安全面や運動場を使える範囲に留意しながら、
児童がさらに様々な運動へと広げていける方策
を考える。

自分自身の課題をもとに、児童が自ら目標を設定し、
それに向かって努力できる体育の学習や体育的行事を
実施する。

体力を向上させるための機会は多く設定した
が、児童自らが目標を設定して活動できる授業
展開の工夫はまだ十分ではない。今後のさらな
る工夫が必要である。

課題を見つけ、目標を設定することが難しい場合に
は、目標の例をいくつか示すなどして、児童が自分
で目標を設定しやすい工夫をする。

基本的な生活習慣の定着を図るため、井小の５つの柱
（①あいさつをしっかりする ②身なりを整える ③廊
下・階段を正しく歩く ④掃除をしっかりする ⑤時
間・チャイムを守る）について学級指導と全体指導を
行う。

強調週間を設定し委員会活動を通して５つの柱
の意識付けを行ったが、定着は不十分だった。

児童が主体的にを自己改善できるような取組を委員
会活動や学級指導で考え、基本的な生活習慣の定
着や井小の５つの柱の定着を図る。

重点目標である「元気よくあいさつをしよう」につい
て、児童一人一人が目標を持ち、学級活動や児童会活
動の中であいさつ行動が活発になる取組を行う。

委員会で活動したが、その時のみになってしま
い、継続的にあいさつが活発になるようにはな
らなかった。

児童が相手意識をもち自分から進んであいさつがで
きるように、生活委員会を中心に継続的な取組を行
い、児童が常にあいさつを意識できるようにする。

月目標について児童一人一人が目標を持ち、学級活動
や児童会活動の中で取組を進めるとともに、生徒指導
部で成果の振り返りと次月の取組方針を提示する。

月末や長期休みで生徒指導部や各学年で月目標
の反省を考え、これからの指導や児童の課題の
改善につなげることができた。

生徒指導部と各学年で月目標（５つの柱）の振り返り
を行い、次月の目標へと成果が繋がる指導を行う。

ホームページ、学級通信、連絡帳、その他、方法を工
夫して教育活動の様子を家庭に伝える。

ホームページは随時更新し校長通信も地域へ配
布するなどして、教育活動の内容や考えを地域
に発信でき、地域からの声も得られた。学級ご
とに方法は異なるが、連絡の方法を工夫した。

保護者や地域住民に十分な理解が得られるよう、工
夫した方法で積極的に発信と説明を行い、児童の活
動意欲を高める。

児童の学習意欲に応えられるよう、地域の人材やゲス
トティーチャーを活用できる体制づくり（各種会議、
ボランティアの募集、広報活動等）を行う。

年度初めにボランティア交流会を初開催し、地
域コーディネーター会議も３回開催して活動内
容の検討や他校視察も行った。地域全戸配布の
カラー刷りボランティアだよりで募集も行い、
家庭科支援など新たな学習支援が広がった。

教職員の要望を集約し、地域コーディネーターを中
心にボランティアやゲストティーチャー参加者の拡大
を図る。ボランティアの参加意欲を高めるため、交流
会の実施、児童への紹介、休憩スペースの設置など
で、さらにふれあいを深める。

児童支援を充実させるため、必要に応じて各種専門家
や外部機関と連携して、助言を得たり共同対応を求め
たりする。

児童理解と支援方法の充実のため、教育総合セ
ンター、大学教授、ＳＣ、通級指導教室、等と
連絡を取り、研修や会議等で助言を得たり共同
で対応をしたりすることができた。

今後も必要に応じて積極的に連携を継続する。
学校とは異なるの視点からの考え方も得ながら
事例研究や研修会を継続させ、児童の学ぶ意欲
へつなげる。

小１ギャップを解消し、児童が滑らかに小学校生活に
適応していける（主体的な遊びから学びへ）よう、幼
稚園との合同会議や研修、共同行事、共同学習等を行
いながら幼小接続を推進する。

１学期と３学期に幼小接続会議を開催し、年間
の交流計画や接続期のカリキュラムについて話
し合うことができ、合同で学習できる機会も増
え、児童に幼小双方の職員が関わるなど、職
員・子どもともに精神的な距離感が縮まった。

定期的な幼小接続会議を継続し、担当者が日頃
から気軽に連絡をとれるようにする。小１
ギャップの解消のための接続期のカリキュラム
作りを進める。幼小合同で研修する機会も設定
する。

天理市立井戸堂小学校

　ア

　確かな学力の定着に

              向けた学習指導

　イ

    豊かな心を育む指導

　ウ

   健康でたくましい

                心身を育てる

・できる限り保護者の声に耳を傾け、思
いに寄り添った指導に努めて欲しい。
・生徒指導上の対応については、本年度
のような体制のもと、丁寧な見守りと指導
を継続して欲しい。また、日頃からいじめ
を未然防止する取組を進めて欲しい。
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　エ

   家庭や地域との

                連携・協働

・マラソン大会やかけ足、鉄棒など、体と
心をたくましくできる場面はあったが、児
童が「やらされている」と受け止めると成
果が出にくい。児童が自分の目標をもっ
て主体的に取り組めるような工夫を重ね
て欲しい。
・自分からあいさつできる児童は少ない。
校区内で誰とでもあいさつを交わすのは
難しい時代であり指導は難しいが、せめ
て登下校時にお世話になっているボラン
ティアの方には感謝の気持ちをもって進
んで挨拶できるような指導を工夫して欲
しい。

運　営　方　針

前年度は重点課題の改善に向けて行われた
一つ一つの教育活動について、おおむね成
果が見られた。しかし、児童の姿として、「自分
で考えて行動する」ことに課題があるため、学
校目標を明確に共通理解し、すべての教育
活動がその目標につながるように、役割分担
と具体的方策の設定と取組、および評価と改
善に取り組む必要がある。

　ウ　健康でたくましい心身を育てる

　エ　家庭や地域との連携・協働

・学習指導要領の内容が変わり、授業の
形も教師主導の講義形式ではなく、児童
がより主体的に学ぶアクティブラーニング
の形式が求められる。そのような授業を
展開する教師は大変だが、外部講師を
招いて研修を行うなど、資質向上に努め
て欲しい。
・作文の表彰や人権カレンダーへの掲載
など、井戸堂小児童の作品が評価されて
いる場面をよく目にした。自分の考えを
書き表す学校の取組の成果の一面と考
えてよいのではないか。
・表彰された作文や短作文で掲示された
ものなどは、全校児童へフィードバックさ
せて欲しい。（発表会や校内放送を実施
済み）
・児童が読書への興味関心や読むジャ
ンルを広げられるような、教師からの紹介
が大切である。教師も読書の幅をより広
げられるように努めて欲しい。

・ホームページは、修学旅行時はアクセ
ス数が多かった。やはり宣伝が必要。最
近はパソコンを開くよりもスマートフォンで
の閲覧が主流のため、スマートフォンで
気軽に見ることができるよう、配布するも
のにＱＲコードを掲載するのも一案であ
る。
・ボランティア等の学校支援活動、外部
機関との連携、幼稚園との連携は、順調
に進んでいる。今後も児童の支えになる
連携を継続・拡大させて欲しい。

　イ　豊かな心を育む指導

グローバル化・情報化・技術革新等が進むこれからの社会の中でよりよく生きていけるように、豊かな人間性と創造性を備えた子どもを育てる。

「主体性」「協働性」「学びに向かう力」をもち、「自分で考え、行動する子」を育てる。

本　年　度　の　重　点　課　題

　ア　確かな学力の定着に向けた学習指導


