
評　　　　　価

4 優れている

3 良い

2 おおむね満足

1 要改善

取　　組　（　努　力　）

今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止に努めながら、
工夫して取組を進める。

新型コロナウィルス感染症拡大防止に努めたため、限定的な活動に
なった取組も多かった。

・「学校いじめ防止基本方針・全体計画」に基づいた実践を行う。
・いじめ防止対策委員会を機能させると共に、いじめ問題解決のための研
修を実施する。
・土曜授業等で、身近な人に感謝の気持ちや自らの思いを表現する書の
学習「言葉のチカラ」等を実施する。
・特別の教科道徳における「話し合い、考える」授業を一層充実させる。
・各学年で工夫し、行事や学習を通して、他者理解が深まるよう、学年合同
活動や異学年交流等、多様な交流を意図的に実施する。
・人権メッセージの取り組み（命・友達・いじめをなくす・ありがとう・よりよい
学校）を全学年で、通年実施する。
・オリンピック・パラリンピック教育を通して国際理解教育、人権教育を推進
する。

・毎月校内委員会を開催し、いじめ防止に向けた情報交換や対応策を検討し、組織
で連携した対策を講じた。
・全学年で書の学習「言葉のチカラ」を実施し、書を通して、自分を見つめる時間をも
つ大切さを学ぶ機会をもった。
・授業日数減の中だったが、特別の教科道徳を確実に実施し、「話合い、考える」主
体的な授業を行った。
・異学年の直接交流の機会は限定的だったが、学年内交流等を通して互いを認め合
う意識を高くもつことができた。
・人権メッセージを通年で全校実施した。子どもたちに定着し、自分だけでなく他者理
解の大切さに気付ける子が多くなってきた。
・オリンピック・パラリンピック教育として、我が国の伝統文化に触れる機会をもち、自
国文化を基盤に国際理解教育の推進を図った。

3 3.4

・昨年度後半、学校が休校となった為、穂苅先生の「言葉のチカラ」の1、2年生で実施できなかった。今年度は、緊急事態宣言は発出されたが、予定通り行うことができ、

よかったと思う。

・「心を育てる」ことは道徳学習の中だけでなく、学校生活すべてにおいて学べることだと思う。教員だけでなく学校に携わる人が「心を育てる」という意識をもって接し

ているように感じる。コロナ禍において、個人に対する誹謗中傷のニュースを耳にすることが多いが、そのような社会的現象を子供たち（特に高学年）に投げかけ考えさせ

ることも必要だと思う。

・異常な一年で各取り組みが限定的なものになったとはいえ、コロナ問題に起因するいじめや不登校の発生を防ぎ得ていることは、長年、人権標語など地道なヒューマン

ディグニティ教育に取り組んできた努力の表れということができ、評価を４としたい。

・「言葉のチカラ」の授業は、単に書を学ばせるだけでなく、他者への思いやり等に気づかせる機会となっているように思われます。

・書の学習「言葉のチカラ」で、子供たちがコロナ禍で会うことのできない祖父母や身近な人たちに感謝の気持ちを伝えたことは、例年にも増して意義深かった。各学年と

もに集中して、真剣に取り組む姿勢に、継続することの大切さを強く感じた。

・コロナ感染防止対策が最優先された中で、どの学年も落ち着いて学校生活を送っているようであり、思いやりをもってお互いを理解しかかわり合う心が育っている。

・いじめ防止について保護者の肯定率がやや低いが、具体的な対応策や相談体制について一層の周知が必要であると思われる。

・子供たちが落ち着いた雰囲気があり、「結果と成果」に記載された一つ一つの試みが積み重なって、効果につながっていると思われる。

・特別支援教育は、「一人一人を大切にする」という視点で、全学級におい
て取り組むことを、保護者に伝え、理解を図る。
・特別支援教育校内委員会を設置し、毎週開催し、組織的、重層的な指導
をする。
・特別支援教室「すまいる」での指導について、巡回指導教員と学級担任
が連携を密にとり、日常の学級での指導改善を進めることで、安心して学べ
る環境を整える。
・通常の学級においても、その子のニーズに応じた指導、支援ができる手
立てを、組織的に検討し取り組む。

・特別支援教育校内委員会を毎週開催し、情報共有を密に図り、特別支援教育コー
ディネーターを中心に、子どもへの対応を話し合った。組織的、重層的な指導を進
め、指導体制を強固にし、組織的な対応に努めた。
・特別支援教室「すまいる」の保護者説明会を開催し、保護者の理解が一層進み、入
室希望者が増えた。入室判定や継続・退室判定について、個を大切にした意見交換
を重ね、指導の充実を図った。
・特別支援教室「すまいる」での指導について、教員間で校内参観を行い、個別の指
導や小グループ指導について、理解を深めた。また、在籍学級における指導改善も、
巡回指導教員と学級担任との連携で進めた。
・１２月実施の教育調査「特別支援教育の理解・啓発」に関する保護者の肯定率は
66.3％（前年比-0.3）となった。

3 3.1

・特別支援教育に関する肯定率が毎回低い。これは保護者の間で関心度の高い低いが極端なのかもしれない。学校としてはきめ細かな取組みを

していると思うがそれが伝わっていないのが残念。

・特別支援教育に対する保護者の理解度66.3％は、コロナ下で「すまいる」と通常学級との連携のPRが不十分であったことを考えると比較的よ

い結果といえるのではないか。特別支援に注力することがひいては通常教育のレベルアップに繋がることを常にPRしていくことが大切。

・特別支援教室「すまいる」もすっかり定着し、保護者の理解もさらに深まっている。

・特別支援教育に関する教師や保護者の理解は進んでいると思われるが、課題のある子供だけでなく、通常の教室でも一人一人の子供のニーズ

に応じた指導、支援を工夫していることが基になっていることを知らせていく必要がある。

・学校と個の両立。難しい課題だが、荻小の目標を明確にし、その解決に挑戦し、加点を実現したい。

・児童数が多くなり、学校運営が大変な状況にあっても、個を大事にする仕組みを整え関係者が努力されている。

・小学校と中学校の学校間の交流活動については、直接交流は難しいが、
動画作成や紙ベースでの交流方法を工夫して推進する。（中学校の合唱
動画・中学校部活動紹介動画・生徒会代表のメッセージ等）
・9年間を見通した系統性と連続性のある指導を推進する。
・グループ3校で、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、教職員の
資料提供等による交流を実施する。
・学校便り、HP等で活動内容を広報する。
・近隣保育園５園と、直接交流は難しいが、動画作成や紙ベースでの交流
活動を工夫して実施する。
・幼保小連携の研修会を開催するとともに、スタートカリキュラムの検証を行
う。

・直接交流が難しい状況の中、中学校生徒会が作成した動画を第6学年の子どもたち
が視聴し、中学校生活や中学生の姿に触れ、進学後の安心感をもつことができた。
・感染症予防対策のため、小中での連携研修会をもつことはできなかった。
・第5学年の子どもたちが、宮前保育園、荻窪保育園、宮前おおぞら保育園、にじい
ろ保育園南荻窪、アウル宮前保育園の園児に向け、動画を作成し、園に届ける形で
交流を進めた。
・教育調査「小中一貫教育」の保護者の肯定率は、34.5％(前年比-20.9）と大きく減じ
たが、実際に直接交流が図れなかったことが要因と考えられる。次年度は、積極的に
交流の内容について情報発信し、理解を高めたい。

2 2.1

・コロナ禍でも地域の学校として幼保中との連携の努力は十分に行われたと思う。「小中一貫教育」の保護者の肯定率が下がったのは、小中一貫教育に対する保護者の不鮮

明なイメージが露呈したようにも見える。当校に限らず、学校交流で小学校、中学校のイメージを掴めることは大切だが、それが一貫教育の目的かというと違う気がする。

・本年度はコロナ禍の中、小中一貫教育の交流が難しかったのではないかと思う。直接交流出来ない中での動画などによる交流などの工夫は、評価されてよいと思う。

・今年度はコロナ禍でほとんど交流もできず評価しにくいのは仕方ないこと。保護者の評価が低いのは杉並区としての一貫教育の主旨がアピールできていないことも一因で

はないか？

・保護者の肯定率が更に下がったのは、コロナ下でイベントが無かったことにもよるが、切れ目のない教育が目指すもののイメージがわかりにくいことも事実。高学年以外

はこの問題を身近なものと捉えにくいため、全学年の保護者に対する調査項目のひとつとすることに無理があるのではないか。

・例年通りの連携行事に加え、適宜子供たちの情報交換の場を設け一層の連携を行っていきたい。

・小中一貫教育について、保護者の肯定率が低く、その意義が伝わっていないのではないかと思われる。杉並区としての考え方や構想、計画などを明確にして伝えていく必要

がある。

・小中一貫教育への保護者の肯定率は、低い状態が続いてる。保護者の理解及び一貫教育の意義の周知をもっと工夫するべきではないかと思う。

・幼保小連携教育、小中一貫教育とはどのようなことを目指すのか,杉並区の指針として具体的なことが見えにくいので、評価の基準が解らない。取り組み方も見えてこな

い,。

・荻小環境学習プログラムに基づき、日本建築学会や区環境ネットワークと
連携し、各学年・専科で環境学習を、新学習指導要領や子どもの実態に応
じて見直し、工夫しながら実施する。
・環境委員会や環境ボランティアの見守りを受け、感染症の拡大状況の推
移を見守りながら、週1回ビオトープを開放し、全校の子どもたちが自然環
境に触れ、感じ、考える機会をもつ。
・区環境課と連携し、小中学校環境サミットに主体的に参加する子どもたち
を育てる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・エ
コシステム校舎について、感染症の状況を踏まえ、保護者・地域の方々に
向け情報を積極的に発信する。（「エコツアー」の実施は今年度は中止す
る。）さらに理解を深める機会をもち、共に考える環境教育を充実させる。

・新学習指導要領の実施を受け、本校の環境学習プログラムの見直しに取り組んでき
た。コロナ禍により活動機会が限られ、内容の十分な実施ができなかったので、次年
度引き続き、プログラムの改善に取り組んでいく。子どもの発達段階に応じて、主体的
に課題解決を図る学習として、エコシステムを活用したり、校内や地域の自然を活用
したりしていく。
・ビオトープの開放では、環境委員会を中心に、環境ボランティアの指導を受け、清
掃活動等に取り組んだ。
・「エコツアー」の実施ができず、保護者、地域の方への情報発信や理解を得る機会
がもてなかった。
・杉並区小中学生環境サミットは資料展示となった。本校の「エコツアー」とビオトープ
での活動について資料作成し、展示発表した。

2 2.3

・環境問題は身近なところでも全地球規模でも深刻化を増している。校舎の作りに始まって、当校の伝統になりつつある環境教育ではあるが、内容を徒に

拡大することなく、基本的・持続的な考え方について教育し話し合うことが大切だと思う。それは「問いをもち、考え、話し合う」恰好のテーマのひとつ

でもある。

・オープンスペースなどエコスクールの特徴ある設計が、今回のこうした非常時に、有効的に活用できることが実証されたと思う。広い視野で物を作るこ

との大切さを子供たちに実感させることができたように思われる。

・なぜ本校のような環境に配慮した施設、設備が求められたのか、現在の子供たちの視点で改めて環境問題について考え、課題を捉え直して探究するよう

な学習を工夫する必要があるのではないかと思う。

・環境学習プログラムを時代に合わせ、見直しを進めることに期待する。

・新学習指導要領の実施で、環境学習の見直しに取り組んだが、教科間の学習内容の関連やつなげ方がこれまでと変わっている。関連付けは、重要である

が、そこまでの具体策までは、達することができなかった。

学
習
指
導

・主体的・対話的な授業が展開できるよう、問題解決的な学習の成立を目
指して「問いをもち、考え、話し合う」授業を展開する。
・デジタル教科書、プロジェクター、電子黒板、児童用タブレット等による
ICTを活用した授業を推進する。
･子どもの実態を分析的に把握しながら、日々の授業改善に取り組む。
・家庭学習の充実を図り、子どもが主体的に取り組む学習マネージメント力
の育成と基礎的な力の確実な習得を図る。

・全教科において「問いをもち、考え、話し合う」授業を工夫して展開し、主体的・対話
的で深い学びの成立を目指した。子どもたちが、自ら進んで、意欲的に学べるよう教
材研究と指導法の工夫を進めた。
・2学期に120台のタブレット整備が行われ、高学年を中心に1人1台のタブレットを
使って学んだ。ICT活用により、効率的で、個別の追究課題に応じた授業を行うことが
できてきている。
・高学年では家庭学習について、子どもに取組の計画と課題内容を立てさせて取り
組ませた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・12月実施の教
育調査「ICTの活用」に関する肯定率は、保護者66.8％（前年比-13.8）、児童95.3％
（前年比+2.7）であった。保護者は、休校期間等オンライン活用ができない状況にある
こと等を課題と感じている。子どもからは実際に活用した学習が増えていることがわか
る。GIGAスクール構想に伴う環境整備に応じて積極的に活用を図りたい。

3 3.3

・コロナ禍の中で、ICT活用は一気に進んだ感はある。このまま今後も進んでいくものだと思うが、子供たちが習得する速さに驚かされる。今後より一層の導入で、これからの授業の内容がどう変化

していくのか期待したいと思う

・ICTの活用に関し保護者の評価が低いのはコロナ禍で急速に社会のIT化が浸透し、学校教育の現場とのギャップを感じているからだと思う。ICTの活用は非常に重要だと思うが、それは授業の目的

ではなく子供たちが「自ら考える」道具としてうまく活用してほしい。

・授業参観の機会が少なかったため、保護者の肯定率が下がったのはやむを得ないといえ、またタブレットだけがICTではない。如何にしてICTを効果的に生かす教材を作る（採用する）かが大切。

主体的・対話的な授業はここ数年効果的な進展を見せてきただけに、ICTの活用をうまく組み入れての一層の展開を期待したい。

・子供たちが受け身的でなく、主体的に学ぶことができるように全教科で工夫していることは、貴重な取組だと思います。

・ICTの活用が、スムーズかつ積極的に行われていると感じる。

・「個に応じた指導」について、他の観点に比べて子供たちの肯定率が低いが、学習指導で個別の関わりを求めているということであり、教員はそれに応える工夫をする必要がある。

・「ICT機器」の活用について、保護者の肯定率が下がったが、オンラインの活用、タブレットの導入等、杉並区の考え方、学校や各家庭の状況を知らせて理解を求める必要がある。

・コロナや国際化を見据えた荻小のICT導入策が先にあって、全関係者の喜びが加味されたらと思う。

・保護者の肯定率は低いが、教師児童の肯定率が高いということは、子ども自身が授業への関心が高いことを意味しているのではないかと思う。

・研究会や、授業参観を行った際にも先生一人一人が、授業方法を工夫されていることが読み取れた。習熟度別授業などを行うことで、教え方の工夫につながっているのかもしれない。

次年度の取組・改善課題などのコメント 学校関係者評価委員評価　　　（各委員の意見を、文意を変えず、そのまま掲載しています。）

評価
委員
会

評価

授業力の向上

・主体的・対話的で深い学びが
成立するよう、「問いをもち、考
え、話し合う」授業を展開し、指導
改善を図る。同時に、ICTを積極
的に活用し、どの子にもわかりや
すい学習展開を工夫する。

・学習指導要領に示される「主体的・対話的で深
い学び」の実現を目指し、全教科・領域で、授業
のさらなる改善を推進する。
・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の往還
を、これまでの話合い活動の充実や、一人1台タ
ブレットPC等のICTの効果的な活用を図る。
・各種調査を分析し、日々の授業の重点化に活
かしていく。

令和２年度　経営計画・評価計画
区分 評価

重点目標 目標実現のための方策

評価指標　・　評価基準
結果と成果

特
色
あ
る
教
育
活
動

「心を育てる」
人間の尊厳教育
（ヒューマンディグニ
ティ教育）の推進

・いじめや不登校が起こりにくい
学校、また早期発見、早期解決
ができる学校を目指して、思いや
りや美しい心をもった子どもを育
てる。自分と他者との違いを認
め、どの子も大切な存在として関
わり合い、人権感覚を磨いてい
く。また、オリンピック・パラリンピッ
ク教育を推進し、障がいのある人
への理解を深め、共生社会の実
現や国際社会の平和や発展、貢
献について考える。

・本校の教育目標の重点目標は「美しい心の子ど
も」とし、「心を育てる」教育活動の充実を図る。
・「言葉のチカラ」のように、人とのふれあいを通し
ての学びは、「心を育てる教育」の推進に欠かせ
ない。地域の人材を生かした教育活動をさらに推
進する。
・「人権メッセージ」は定着して、子供同士の学び
合い、関わり合いの機会になっているので、継続
して取り組む。
・オリンピック・パラリンピック教育を発展させ、学
校2020レガシーとして日本の伝統文化や障がい
者理解を深めていく。

「一人一人を大切
に」
特別支援教育の理
解と推進

・「一人一人を大切にする」という
視点で、保護者に全校で取り組
む特別支援教育について理解を
得、安心できる学級・学校となる
ように体制を整え、必要に応じた
相談・指導を行う。特別支援教室
「すまいる」での指導の充実と通
常の学級との連携に努め、子ども
のニーズに応じたきめ細やかな
指導を工夫していく。

・全学級において一人一人の子供のニーズに応
じた指導を展開することを「特別支援教育」ととら
え、「個別最適な学び」の場を充実させる。
・特別支援教育校内委員会を毎週開催し、組織
的な取組を進める。
・特別支援教室「すまいる」と通常の学級の連携
をさらに深め指導を工夫する。
・取組について十分に周知できていないという課
題がある。本校の特別支援教育についての情報
を、より具体的に、保護者・地域に周知できるよ
う、保護者会の機会や学校だより、HP等発信方
法を工夫していく。

「つながりを活かす」
小中一貫教育・幼保
小連携教育の推進

・小中一貫教育のグループであ
る宮前中学校、久我山小学校、
本校の３校で、「かかわり、つなが
り」を重視し、小中一貫教育を一
層推進する。また、幼保小連携で
は、近隣保育園と連携し、新1年
生のスタートカリキュラムについて
の検証を行う。

・次年度も直接交流には厳しい状況が続くと思わ
れる。今年度取り組んだように、間接的ながらも、
心の交流が図れるように活動を工夫して行う。
・幼保小中と連携をさらに進め、子どもたちの発
達段階を十分にとらえたスタートプログラムを実施
する。
・中学校の情報交流を工夫し、中1ギャップ等の
心配のない、円滑な進学体制を構築する。
・幼保小中の連携の活動の様子と共に、その意
義をわかりやすく、また、区の施策としての取組に
ついても、保護者、地域に十分に伝えていく。

「広い目を育てる」
環境教育の継続・充
実

・エコスクールとして、本校の特色
である環境教育を継続、発展さ
せ、日本建築学会や学校支援本
部と連携しながら、「自分さえよけ
れば、今さえよければ」という考え
ではなく、地球環境を守り、持続
可能な社会を意識して、自ら考え
行動できる子どもを育てる。環境
活動に積極的に取り組み、小中
学生環境サミットに参加する。

・「環境」というテーマの学習を教科横断的なカリ
キュラムとして構成することを目指して、本校の環
境学習プログラムの見直しを図る。
・「エコツアー」を通して、地域の方に本校を理解
していただく機会にできるよう、震災救援所訓練
等、地域行事を活用する。
・地域の環境ボランティアの協力の下、子供たち
の「環境委員会」活動を充実させ、次年度も「杉
並区小中学生環境サミット」に参加する。区内他
校と交流を図りながら活動を広げていく。

〇 保護者、地域の願いを共感的に聞き取るとともに、積極的な情報発信を行い、学校への理解・啓発を図り、家庭との密なる連携のもとで、子どもを育成していく姿勢をもつ。

○保護者は、子どもを健やかに育て、学校と連携・協力して家庭教育を進める。　　　○地域住民は、学校や家庭と連携して、子どもたちを地域の一員として育てる。

○　美しい心の子ども・・・物事の善悪を見極め、自他の違いを受けとめ、適切な人間関係を構築し、人を思いやり、豊かな感性を磨く教育を推進する。また、気持ちのよい挨拶や言葉使いのできる子どもを育成する。

○　深く考える子ども・・・基礎的･基本的な学習内容の確実な習得を基盤に、それを活用・探究し、自ら問題解決を図っていく力をもった自尊感情の高い子どもを育成する。

○子どもたちは、主体的に学び、話し合うことで、高め合って、学力・体力を向上させ、豊かな人間性を培う。　○教職員は、教育の質の一層の向上をめざして教育実践を創意・工夫し、研究・研修に励む。

　学校関係者評価委員会委員長　　佐野　英之

重点目標又は経営目標

令和２年度　杉並区立荻窪小学校 経営・評価計画　「自己評価報告書」・「学校関係者評価報告書」　　　校長　　西脇　裕高

杉並区の教育ビジョン・ミッション

学校の教育目標

共に学び共に支え共に創る杉並の教育　　夢に向かい、志をもって、自ら道を拓く人　「かかわり」を大切にし、地域・社会・自然と共に生きる人　を育てる

◎美しい心の子ども　　　○深く考える子ども　　　○たくましく生きる子ども

○「心を育てる」人間尊重の教育（ヒューマンディグニティ教育）の推進　　○「一人一人を大切に」特別支援教育の理解と充実
○「つながりを活かす」小中一貫教育・幼保小連携教育の推進　　○「広い目を育てる」環境教育の継続・発展

目指す学校像

目指す子ども像

目指す教師像

○　たくましく生きる子ども・・・生涯にわたって、たくましく生きるために健康を保持・増進する姿勢・態度と体力を身に付け、望ましい勤労観・職業観のもとに自己実現を目指す子どもを育成する。

〇 個々の子どもの習熟の状況や傾向から、発達課題に応じた様々な手立てを講じた授業を展開し、わかる喜び、できる喜び、問題解決する喜びから自信がもてる学びが成立するよう、授業の質の向上に努める。

〇 子どもが自ら、様々な課題を考え解決していく「問いをもち、考え、話し合う」学習過程を大切に支援・指導することができる。



生
活
指
導

・いじめ防止対策委員会を毎月開催し、いじめや不登校の問題に組織的
な対応を検討し取り組む。
・次年度迎える創立70周年を見通し、子どもたちに自校の歴史に目を向け
させ、愛校心と自尊感情を育む。
・基本的な生活習慣、学習習慣を確立するため「荻小スタンダード」に基づ
き、定期的に全校で生活ルールを確認し、共通指導を徹底する。
・問題行動に対して、情報の共有を図り、全校体制で組織的な指導に取り
組む。
・月１回の安全指導を、安全教育プログラムを基に、丁寧に確実に行う。
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、不登校児
童等に対応する。

・いじめのアンケートを年間3回実施し、集計表を改善することで、より課題解決のた
めに活用しやすくできた。いじめ対策委員会の運営方法も効率化を進め検討でき
た。継続的ないじめ案件はない。
・不登校や子どもの問題行動等については、学級担任一人が抱えることなく、校内委
員会で検討し、SC、SSW等を活用しながら、組織的に対応した。登校できるかだけで
なく、学校とのつながりを絶やさない努力を続けている。
・感染症予防に努めた基本的な生活習慣として、検温や手洗い、毎日の体調管理を
徹底し、確実に続けたことにより、大きく体調を崩す子どもも無く、安心した生活を送る
ことができた。
・１２月実施の教育調査「生活指導体制」（いじめ・不登校などの対応）に関する保護
者の肯定率は54.9％（前年比-4.7）、児童の肯定率は81.2％（前年比+0.7）であった。

3 3.3

・教育調査での保護者の回答中に回答不能の件数が例年より多かったが、これはいじめを意識するような機会がなかった結果といえるのではないか。コロ

ナ環境下だからこそ、お互いを気遣う心が育まれたこともあるが、長年、いじめアンケートの実施、いじめ防止対策委員会の継続実施による情報の共有化

等に取り組んできた成果が表れているということができる。

・コロナ禍の状況での衛生教育が行き届き、インフルエンザの流行が全く見られないことにつながっているように思われる。

・「スタートしたPTAとの協働」の見本例にし、加点を図りたい（いじめ等予防問題、一貫教育問題等）

・コロナ禍の中、何をどのように対策すべきかわからない状況の中で、コロナはもちろんインフルエンザの感染もなく生活できたことは、学校教育におけ

る生活習慣の指導の表れであると思う。

・子供たちは、コロナ感染予防のための生活習慣の励行に取り組み、生活や学習の様子を見ても大きな課題は見られず、全校体制での指導の成果があがっ

ていると思われる。

・感染症予防対策が、スムーズに進められ、子どもたちが適応していることに驚嘆する。対策の指導が、校内で統一的に進められ、子どもや各家庭への浸

透もあってのことと推察する。例年よりもインフルエンザへの感染もなく、生活指導の効果が顕著であった。

校
内
研
究

・研究主題を「自分なりの疑問や考えをもち、進んで解決しようとする児童の
育成～児童が自ら問いをもち、問題解決に向かう授業づくりを通して～」と
し、全教科・領域において、日々の授業改善を図り、実践的な研究に取り
組む。
・主体的に学ぶ子どもの姿を、保護者や地域に向けて情報発信し、一緒に
「主体的・対話的で深い学び」の大切さの理解を図る。

・前文科省視学官・国士舘大学教授澤井陽介先生と元文部省教科調査官北俊夫先
生を講師に、これから目指す子どもの学びの姿について研修会を2回開催し、指導を
受けた。
・年間で研究計画を立案し、全校体制で研究を進め、全学年で研究授業に取り組
み、実践的な校内研究に取り組んだ。
・全教科・領域で「問いをもち、考え・話し合う授業」となるよう、指導を工夫した。子ど
もたちが自ら課題発見や把握をし、話合いを通して学び合い、考えを深める姿が、多
く見られた。
・１２月実施の教育調査「学習成果の実感」に関する肯定率は保護者90.1％（前年比
+2.0）、児童86.3％（前年比+1.5）であった。

3 3.2

・社会に出てからも主体的・対話的姿勢は強く求められると思う。授業で堂々と自分の考えを述べたり、周りと協力する姿勢はどの学年でも見

られる

ように思う。自信をもてない子供にも好奇心を刺激して自ら問いをもち解決する喜びを経験させてほしい。

・本年は授業時間が圧縮されるなどの悪条件の中ではあったが、外部の講師を招いて２回の研修会を開催するなど、全校・全教科で継続的に取

り組んできた効果があったというべきで、教育調査でも保護者・児童共に高い肯定率を得られたことにそれが現れていると思う。評価は４とし

て良いのではないか。

・授業において、スムーズかつ主体的に対話する子供たちの姿に、学びの定着が見られるように思われる。

・「問いをもち、考え、話し合う」授業の展開を全教科・領域に広げて校内研究を進めており、教員は新教育課程に対応した授業改善に取り組

み、子供たちも目指す学習の在り方を具体化して成果をあげている。

体
力
向
上

・体力調査を実施できないが、これまでの調査の分析結果を活かし、体育
の授業改善と日常的体力向上の指導に取り組む。
・取り組み方法を見直し、年間３回の体力づくり週間（荻小パワーアップ週
間）を設定する。（長縄跳び、短縄跳び、持久走）
・栄養教諭、家庭科専科、学級担任が連携して、効果的な食育指導を展開
する。

・体力つくり週間では「長なわ」「短なわ」に取り組んだが、感染症予防のため規模を
縮小した。十分な意欲向上と体力向上にはいたらなかった。（持久走は感染状況から
実施できなかった。）
・2か月の休業期間もあり、運動する機会も減り、体力面での課題は解消に至っていな
い。
・栄養教諭と学級担任が連携し、食育授業を行い、食への意識、栄養について体感
的に学ぶこと、給食にかかわる人々への感謝等、多様な学習機会をもつことができ
た。
・１２月実施の教育調査「体育・健康教育」に関する保護者の肯定率は89.5％（前年
比+4.3）であった。

2 2.1

・コロナ禍中で、大変工夫されていたと思う。実際の体力面での取組は、確かにできないことが多かったことだと思うが、その代わりの食育授業など、基本的な事に目が向

けられたことは評価したい。

・東京の子供たちの体力が全国平均に劣ることはある程度止むを得ないところではあるが、平均に近づけることは必要である。早い時期に校内研究のテーマに取り上げ、外

部の専門家を交えて、体力向上のプログラムを作成してはどうか。また、当校の食育授業は専門の教諭が在籍することで、特色ある授業がなされていると評価できるので、今

後の一層の展開に期待したい。

・コロナ感染防止のため、長期の休業期間があったり体育の授業が通常のように行えなかったりしたが、そのようなときに子供たちが日常的に行える軽体操やストレッチ等

の指導が必要ではないか。

・行政のコロナ対策を遵守し乍らも、体力増強は必須だ。数値的な目標管理で加点を目指したい。

・遊びや運動にも感染症対策の制限があることから、都会っ子の更なる運動能力の低下が最も心配された。そうした対策まで考える余裕はなかったと推察するが、今後は、

楽しく遊びの要素を加味した新たな運動のメニューの開発が必要といえる。フラフープ、けん玉、のぼり棒など個人競技での競争など、学校体育ではない分野にも着目する

などの工夫が必要。

特
別
活
動

・子ども同士の交流を深め、互いに認め合い支え合える関係づくりを進め
る。（学年内「さくら草まつり」や球技大会、お楽しみ会等）
・代表委員会で学校の課題を話し合い、子どもたちの自主的実践的な取組
を支援する。
・縦割り班活動「なかよし班」遊びの回数を年4回に見直し、第6学年がリー
ダーとなり、活動を計画して進行する。

・全校での異学年交流はできなかったが、学年内交流活動や、兄弟学年での交流を
通して、子どもたちが主体的に活動し、「思いやりの心」を育むことができた。
・代表委員会や第6学年の子どもたちを中心に、全校で、青少年赤十字活動等、みん
なのためになる活動や励みになる活動に取り組んだ。
・限られた活動機会であったが、縦割り班活動「なかよし班」遊びでは、子どもに計画
書を作成させ、高学年がリーダーシップを発揮できるように環境を整えた。

3 3

・全校規模の「さくら草祭り」等はできなかったが、学年内活動や代表委員会活動等が行われたことは評価できる。ここ数年、異学年交流等を

通じて子供たちが思いやりの心をもって自主的に取り組んできたことの効果が随所に良い形で表れてきているので、今後もこの取組を維持して

いくよう望みたい。

・活動が難しい状況の中、最大限の取り組みを行っていたように思う。

・コロナ感染防止のための休業や活動の制約の中で、移動教室や校外学習、運動会、交流活動など内容や実施形態を変更、工夫して実施し、子

供たちや保護者に理解されてよかった。

・学校支援本部事務局やPTAと打ち合わせを綿密に行い、質の高い授業
を実施する。
・書の学習「言葉のチカラ」において、全学年で、書道家穂苅先生から指導
を受ける。
・外部講師の招聘や授業支援を積極的に学校支援本部に依頼する。
・栽培や園芸活動として、学年園活動や委員会活動等を学校支援本部と
連携して計画的に行う
・学校支援本部の協力の下、校外活動や家庭科の実習が安全に実施でき
る体制を整える。

・活動機会は限定的になってしまったが、学校支援本部事務局の協力のもと、本校の
特色ある教育活動を展開することができた。
・書の学習「言葉のチカラ」として全学年で穂苅先生から指導を受けることができた。
・「地域安全マップ」（3年）では、地域や各関係機関から、たくさんの支援を受け、マッ
プ作成とともに、子どもの「自分の身は自分で守ることが大切」という安全意識を高め
ることができた。
・「キャリア教育」（6年）では、地域の様々な仕事に携わる方々から話を聞き、自己決
定して行くことの大切さに気付くとともに、地域の方との繋がりを深めることができた。
・12月の教育調査「地域との協働」に関する肯定率は保護者78.3％（前年比+0.1）、児
童62.4％(前年比-16.8）であった。子どもの結果は、感染症予防による活動減によるも
のと思われる。

3 3.4

・コロナ禍でボランティアの確保など難しい面も多かったがその分学校との連携も密にできたように思う。キャリア教育は職業のバリエーショ

ンをもう少し増やせたらよいと思う。

・感染症予防で支援本部関係の活動機会が減ったが、例年好評の「言葉のチカラ」授業は全学年で実施できた上に、「キャリア教育」も地域の

方の協力を得て、例年通り実施できたことは支援本部の協力によるところが大きい。

・特色のある教育活動を実践するために、学校支援本部が多大な協力をしていることが分かった。

・学校支援本部と連携した授業や地域人材の活用法などが大変参考になった。本校でも取り入れていきたい。

・書の学習「言葉のチカラ」では、コロナ禍の状況の下で、校長室よりTeams を用いて各教室に配信するなど、感染を予防しながら事務局の協

力のもと、工夫して授業を行うことができた。

・学校支援本部やＰＴＡと連携して、通常の授業や土曜授業などで荻窪小独自の取組を地域の方々や関係機関の協力、支援で実施しており、子

供たちが地域の方々とつながりを深めている。

・学校運営協議会を学校再開後の6月より毎月開催する。
・様々な教育活動の場を学校運営協議会委員に参観してもらい、よりよい
学校運営を話し合う。
・学校運営協議会で話し合われた内容を広報プリントで、保護者、地域に
知らせる。
・学校運営協議会委員とPTA役員との懇談会を企画し、連携強化を図りな
がら、学校運営を進める。
・学校運営協議会で学校関係者評価を各委員に依頼し、評価の指標を提
示し、学校評価結果を説明し、関係者評価を進め、学校経営の改善に生
かす。

・6月より再開することができた学校運営協議会では、コロナ禍での教育活動について
報告し、見通しのもてない状況の中で、課題を共有しながら、安全第一での学校運営
について協議を重ねた。
・毎回「学校運営協議会だより」で各家庭に、協議内容を周知した。
・学校関係者評価で、評価委員を学校運営協議会委員が務め、学校評価を行った。
・１２月の教育調査「経営全般」に関する保護者の肯定率は89.2％（前年比+2.1）で
あった。

3 3.1

・本年度より、佐野新会長のもと始まる予定だったCSもコロナの影響で、６月からの再開となった。限られた時間の中で学校側の対応などの説明を聞く

などが、主な会議内容になり、具体的の連携に至らなかったことが残念である。

・今年度PTA役員との懇談会ができてよかった。保護者の方との情報交換はもっと頻度を増やしても良いと思う。

・本校の感染予防対策の状況やタブレットの配備と活用に関する諸問題についての情報開示・意見交換が活発に行われた。

・前回、学校関係者評価の報告に同席し、その雰囲気を拝見し学校との連携が大変上手くいっていると感じた。

・今年はPTA役員の方々との意見交換も行われ、連携の輪がさらに広がっている。

・コロナ感染拡大防止のための対策や制約のもとで学校の状況と当面する課題を共有し、学校運営が円滑に進められるように願って有意義な協議、意見交

換を行った。

・初めて経験する感染症対策における学校運営について、学校側の説明をお聞きすることに終始し、CSとしての新たな提案を行ったりするところまでは

至らなかった。が、議論を行うことはでき、学校側の努力を確認することはできた。

・スクールサポートスタッフ、学校司書、特別支援教室専門員、学習支援教
員、スクールカウンセラー、介助ボランティア等の教育活動を支える職員と
一層の連携を図る。

・スクールサポートスタッフの配置により、校務連携が緻密に、スピード感をもって進ん
だ。
・学校司書、特別支援教室専門員、補助教員、学習支援教員、スクールカウンセラー
等においても、その専門性を生かし、重層的な指導を進めることができた。

・若手教員の研究授業を、指導教授と連携し、学期3回以上実施する。
・都中堅教諭資質向上研修と連携し、中堅教員の研究授業を実施する。
・自己申告の授業観察では、学期１回以上の授業公開を行う。
・中堅教員を中心に、自主的な指導力向上研修会を企画し、実施する。

・指導教授と連携し、若手教員の研究授業に取り組んだ。
・都中堅教諭資質向上研修と連携し、中堅教員の研究授業を、学期１回公開し、学
び合うことができた。
・自己申告の授業観察では、学期１回以上の授業公開を行った。
・中堅教員による自主研究会は、コロナの影響で十分には実施できなかった。
・教科専門性向上研修会に参加した教員が、学んだことを校務システムを活用して、
全校に情報提供し、研修成果を還元できた。

・子どもたちの主体的な活動として、特別活動を
展開し、高学年に対する「憧れ」低学年に対する
「優しさ」が表れる異学年交流を、積極的に実践
していく。
・青少年赤十字活動実践校として、子ども主体で
参加できる活動を充実させていく。

全校による生活指
導体制の確立

年間通して全校で
取り組む体力づくり

・感染症予防の観点から体力調
査は実施できないが、日常の遊
びや体育の授業、体力づくり週
間の実施で、体力づくりに取り組
む。

・「体力」を運動、食育、生活習慣を含めた総合的
な力と捉えて、栄養教諭や養護教諭の参加によ
る給食指導や保健指導を展開し、さらに内容を充
実させていく。
・年3回の体力づくり週間(荻小パワーウィーク）を
設定し、体力向上の意欲づけを進める。
・全校で取り組む長縄による体力向上を充実さ
せ、「長縄グランプリ」に積極的に参加する。
・「昔遊び」等身体的な活動を伴う遊びの良さを再
確認し、子供の活動に取り入れる。

子どもが中心となっ
た特別活動、学校
行事

・高学年への「あこがれ」低学年
への「やさしさ」をテーマに、子ど
もの自主的、実践的な態度を育
て、自分のよさを生かす学級活
動、児童会活動、クラブ活動、学
校行事を実施する。

・いじめ、不登校、問題行動に対
して、学校組織で対応すると共
に、基本的な生活習慣を確立
し、安定した学校生活を送り、危
険を予測し回避する能力や他者
や社会の安全に貢献できる資質
や能力を育てる取組を行う。

・学校いじめ対策基本方針に基づく、いじめ対策
委員会を毎月開催し、十分に機能させ、いじめ問
題に対して、組織的に対応していく。
・いじめの認知が多いのは、よく目が行き届いて
いるという意識の下、担任一人で抱えることなく、
学校全体で対応し、解決を図る姿勢を徹底する。
・感染予防には、次年度も十分留意する必要があ
るため、継続して、基本的な生活習慣として取り
組んで行く。同時に、子供たちの負担感への配
慮も忘れないように、変化を十分に見取ってい
く。

主体的・対話的で深
い学びの成立を目
指す

・これまでの研究を活かし、全教
科・領域において「問いをもち、
考え、話し合う」授業に取り組み、
「主体的・対話的で深い学び」の
実現に取り組む。

・これからの教育が目指す「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の往還を「問いをもち、考え、話
し合う授業」の中で、充実させ、子供たちの資質・
能力の向上を図る。
・問題解決的な学習を、全教科・領域において展
開し、主体的・対話的で深い学びを実現する。
・「学びの構造転換」としての授業の工夫を続け、
教育環境の整備にも取り組んで行く。

そ
の
他

指導の組織化 ・関係職員の専門性を生かし組
織的な指導を図る。

3

・荻窪小の子どもたちに関わる全ての人たちが
「オール荻窪」の一員であるという意識をもち、横
のつながりを大切にしながら、教育活動を展開す
る。
・教員間で互いに切磋琢磨し、荻窪小学校に関
わる多様な人材を活かして、これからの教育を切
り拓く人材を育成していく。

人材育成
・OJTおよびOff‐JTによる人材育
成を、組織的・計画的また主体的
に行う。

学
校
運
営

学校支援本部との
連携

・学校支援本部と連携し、日常の
授業や土曜授業において、質の
高い授業や安全に配慮した授業
を提供する。

・実体験を伴い、人と触れ合う学びの機会の価値
を大切にし、地域人材を活用した教育活動の充
実を、学校支援本部との連携で展開する。
・学校支援本部と連携とともに、家庭に働きかけ、
子どもたちの安全・安心が確保された質の高い教
育を引き続き展開していく。
・地域と連携した学習や活動を、全学年で展開
し、子どもたち「地域を見る目」が育つように、計画
の改善を図る。

学校運営協議会と
の連携

・保護者や地域と共に創るコミュ
ニティスクールとしての学校づくり
を行う。
・「学校運営協議会委員」を中心
に学校関係者評価を実施する。

・コミュニティ・スクールの良さを生かし、学校運営
協議会委員の多角的な視点と意見を活かして、
「地域の学校」として、子ども、保護者、地域の願
いや要望を把握し、引き続き教育活動に反映し
ていく。
・PTAと学校運営協議会の連絡会を設け、より連
携を深めた学校運営を進めていく。

3

・荻小は児童数が多いことから、各種の補助教員やスクールサポートスタッフ等を活用することで、できるだけ学級担任の負担軽減を図って欲しい。

・本校の教育や校務等に関わって多くの人材が専門性を発揮し重要な役割を果たしている。様々な機会に保護者や地域の方々に紹介、周知し一層生かすよ

うにしたい。

・本校の教員は若手が多いが、子供たちの教育に労を惜しまず取り組んでいる。日常的に経験に応じた研修の機会を充実するとともに、一層の働き方改革

を進めるよう望む。

・外部からのサポートスタッフなどの協力をうまく取り入れて、専門性を活かしつつ先生方と連携協力体制を組んで、進めることは、よい方法と思った。

若い先生への自主性のある研究授業もよいアイディアである。


