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目指す学校像（ビジョン）

「かしこく やさしく たくましく 」
「 じぶんでする

みんなとする

つづける 」 （自立

【目指す学校像】
①「生きる力」を育む学校 （知・徳・体のバランスの良い成長）
②協働する学校
（組織力の向上）
③家庭・地域と連携した学校 (家庭・地域との連携）

本校の現状と課題

◎しっかり考え進んで学ぶ子
協働

・思いやりのある子

・明るくたくましい子

継続）

【目指す子ども像】
｢自ら学び，共に学び合う子｣
(表現力の育成)

【目指す教師像】
①児童の「生きる力」の基礎を育てる教師
②自己啓発・切磋琢磨する教師
③組織の一員としての役割を自覚し，保護者・地域と共に育つ教師

・児童は明るく素直である。６年間一貫指導による基本的生活習慣の定着及び学力の向上，体力の向上を図る。今年度は，特に表現力（書くこと・話すこと）の育成の重点を置く。
・若手教員が多いため，校内研究を中心とした研修機会を意図的・計画的に設定し，授業力の向上を図る。また，校内OJTの責任者と対象者を明確にし，組織的な人材育成を図る。
・保護者・地域の学校への理解・協力度は安定し，地域諸団体の活動・イベントは活発である。「若葉小学校学校支援地域本部」を中心に，保護者・地域人材の活用を図る。

領域

中期経営目標

短期経営目標

・確かな学力の定着を図るため，校内 ・校内研究を意図的・計画的に進
研究を充実させ，授業改善を進める。 め，児童の表現力の向上，教員の
指導力の向上を図る。
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・学習習慣の定着を図る。
・各学年の宿題を共通にし家庭学習（学年×１０分）の定着を図る。宿題については各学年の系統
・家庭学習を勧め，学習習慣の確立を
性
目指す。
を考慮する。高学年は自学学習も進める。4月の保護者会で「家庭学習と学力」について周知する。
・命を大切にする態度，規範意識を身 ・計画的に命の大切さを指導する。 ・防災教育の日は「災害と命」，道徳授業地区公開講座では「人とのかかわり（いじめ）と命」，１２月
に付けさせる教育を推進する。
・集団生活のルールとして，①あい は「命と心」について，校長講話・全学級道徳授業を実施し年間を通して命の大切さの指導をする。
さつをする②話をきく③時間を守る ・集団生活の５つのルールについては，校長講話や日常の教育活動の中で継続して指導する。
④仕事をする⑤人のいやなことを
・新１年保護者会，各学年の年度初めの保護者会で，「わかばっ子」のねらい，「６年間一貫指導」の
言わない・しないの５つを守らせる。 効果について説明し，保護者啓発と協力を依頼する。各学級で「わかばっ子」の月目標の確認と振
・「わかばっ子」（生活指導の手引
り
き）の家庭への周知・連携を図る.
返りをさせ，具体的な取組を実践させる。また，わかばっ子の中に「SNS東京ノート」を入れ家庭と連
携を図りながら活用していく。
・人権尊重を基盤に，他者とのかかわ ・異学年集団による児童の活動を ・各教科，道徳，きょうだい学年や隣接学年の取組，行事，校長講話などを通して，互いに違いを認
め合う心，自分も友達も大切にする心を育てる。人とのかかわり方について日常的に指導する。
り方を身に付けさせ，よりよい人間関 充実させる。
・いじめの未然防止，早期発見・早
・いじめアンケートを年３回実施。いじめ予防，早期発見といじめ対策委員会による早期解決を図
係づくりをしようとする意欲を高める。
期対応を図る。
る。
・特別支援教育を推進する。
・校内委員会を定期的に開き，配慮児童に対する支援方法等について検討し，実践につなぐ。特別
支援教室専門員を活用し，通級指導学級担当による円滑な巡回指導・学級担任との連携を進め
・児童の体力向上，オリンピック・パラ ・教科体育・体育的活動などを活用 ・体力向上に関する「１学級１取組」，体育科授業の工夫・充実を図るため講師を招聘し指導方法を
リンピック教育を推進する。
し，体力向上に取り組ませる。
学ぶ機会を設定する。握力の向上を図ため，日常的に「もつ，にぎる，しぼる」活動を増やし，家庭
にも協力を呼びかける。クラス遊びや30分遊びを奨励し，日常的な体力向上へつなげる。
・オリンピック・パラリンピック教育を ・オリンピック・パラリオンピック教育推進校として年間３５時間の取組を計画的に実践する。「世界と
計画的に実践する。
もだちプロジェクト」における交流対象国（５カ国）への理解を深める。オリンピアンとの交流の推進。
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具体的方策
・調布市教育委員会研究推進校として，『自分の考えを生き生きと表現する子供』の育成を目指す。
国語科「書くこと」における主体的・対話的に学ぶ活動を通して，自分の考えや思いを生き生きと表
現できる児童を増やしたいため，講師を招聘した各学年・専科の研究授業を７回実施する。
①【授業改善の取組】：「書くこと」の指導過程において，他者との交流活動を進めることで自分の考
えを説明する力や質問する力，また，自分の考えを見直したり，広げ，深めたりする力を育てていく。
そのためのスキルとしてのグループ学習について，様々なグループ編成，グループのバリエーショ
ンを活用し，主体的・対話的学びを通して書く力を高める指導方法を工夫し，授業改善を図る。ま
た，視覚化・共有化を図る手段としてICTの効果的な活用方法についても研究を進める。
②【交流環境の工夫】：各教科・領域や日常的な活動の中で，児童が積極的に関わり，意見交流を
することのできる取組や環境の工夫をする。また，他教科においても日常的に自分の考えを伝える
交流活動を実践していく。

・食物アレルギー等への認識を深
め，校内対応の組織化，徹底化を
図る。
・健康な体づくりへの意欲を高める。

評価指標 ※数値目標が可能な項目について設定する
・講師を招聘した校内研究授業を７回実施する。
・「表現力向上」に関する保護者アンケートA（よい）評価７０％
以上を指標とする。
・児童アンケートの書くことに苦手意識をもつ児童を１５％以下
とする。
・児童アンケートの話すことに苦手意識をもつ児童を２０％以下
とする。
読書が好きな児童を各学年９５％以上とする。

・「家庭学習」に関する保護者アンケートのA（よい）評価を６０
％以上，児童アンケートの達成度を９０％以上とする。
・集団生活の５つのルールについて，それぞれの児童達成度を
８０％以上とする。
・「わかばっ子」については，保護者アンケートのE(分からない）
評価を５％以下とする。

・「心を育てる教育」に対する保護者アンケートのA（よい）評価
６０％以上を指標とする。
・きょうだい学級の児童の満足度を９０％以上とする。
・各学級における児童満足度を９０％以上とする。
・「体力向上」に対する保護者アンケートのA（よい）評価を６５
％以上，児童満足度を８０％以上とする。
・体力調査ではTスコアが５０以下の項目を減らす。
・年間３５時間のオリンピック・パラリンピック教育を実施する。

・食物アレルギーへのルールに基づく組織的対応，年3回の緊急対応訓練，水泳指導やエンジョイ ・食物アレルギー事故を起こさない。
スポーツ前の心肺蘇生訓練を実施し，非常事態に備える。
・大きな事故を起こさない。
・児童には，食物アレルギーやけが・事故・災害などから「身を守る」教育を実践する。
・健康な体づくりへの意欲を高めた児童を８０％以上とする。
・手洗いやうがい，ハンカチ携帯，保健学習や身体計測時のミニ授業を通して，健康意識を高める。

・児童の活躍する姿を紹介し，学校教 ・学校行事や学校の取組への保護 ・「保護者読み聞かせ」は各学級１２回以上とする。４月の保護者会で読み聞かせ可能日を伝える。
育への関心を高めていく。
者の参加・協力を進める。
・毎月教育活動を公開し，児童の活躍する姿を伝える。また，学校だより，学年だより，学級だより，
・表現活動などの発表を通し，児童 ホームページなどを通して，保護者に学校や学級の様子を伝える。各家庭が用意するもの（図工の
の活躍する姿を公開する。
材料など）のお知らせは早めにする。８月末を目途に新ホームページに変える。
・，個人情報保護，交通事故防止，防 ・家庭と連絡し，個人情報の保護・ ・各学級の連絡網を廃止し，学校からの必要な情報は「学校安全・安心メール」を活用する。また，
犯等に関する取組を実施し，安全・安 管理を進める。
個人情報にかかわる学校と家庭との連絡は「個人用の茶封筒」を活用する。
心な学校づくりを推進する。
・交通事故やネットトラブル・犯罪
・都道（調布３・４・１７号線）の開通に伴い通学路を変更し，交通事故に巻き込まれないようにする。
等に巻き込まれないように保護者・ ・児童がいじめなどのトラブルや犯罪に巻き込まれないために，インターネットや携帯電話などの
地域と連携する。
SNSの利用に関する「家庭ルール」づくりを進める。

・「行事や日常の教育活動を通した一人一人の良さを伸ばす
指導」のA（よい）評価を７０％以上とする。
・「情報の発信」に関するA（よい）評価を６５％以上とする。
・８月末までに新ホームページを立ち上げ，活用できる。
・学校安全・安心メールによる連絡，個人情報保護に関する
茶封筒の活用をする。
・交通事故を起こさない。通学路を変更する。
・「個人情報の保護，安全指導や事故防止」に対する保護者
アンケートのA（よい）評価（よい）６０％以上を指標とする。

・「若葉小学校支援地域本部」を充実 ・保護者・地域の教育力を教育活動 ・「若葉小学校学校支援地域本部」の支援会議を５月に開き，１年間を見据えた活動の連絡・調整を ・「若葉小学校学校支援地域本部を活用した教育活動」に対
させ地域の環境や保護者・地域の教 に生かす。第四中学校・地域と連携 行う。｢サマーチャレンジわかば｣や「ホタルプロジェクト」などの地域の特性を生かした活動を継続す する保護者アンケートのA評価（よい）を７０％以上とする。
育力を生かした教育活動を展開する。 した防災への取組を進める。
る。毎週水曜日に算数補習教室（「にこにこ算数教室」）を実施する。「四つ葉学校防災協議会」を定 ・保護者・地域・コーディネーターの満足度を８０％以上とする。
期的に開き，地域防災への取組を進める。
・PTA活動，地域行事等に対する教職 ・地域行事などに児童・教職員を参 ・今後も「若葉の杜の音楽祭」「夏祭り」「地域運動会」「新春お茶会」「スキー教室」などの地域行事 ・「学校の地域行事への協力度」に対する保護者アンケート
員の意識を高める。
加させ，地域と連携・協力する。
への児童・教職員参加を進め，保護者・地域と連携する。
のA（よい）評価を７０％以上とする。
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自己評価結果の概要

学校関係者評価結果の概要

様式１

次年度への改善策

・調布市教育委員会研究推進校として，各学年・専科による児童の表現力（書く力・話す力）の育成を目指した提案授業，協議会を講師を
招聘し，７回実施した。その結果，どの学年においても書く力は向上している。児童アンケート「国語科の授業や国語タイムを通して，いろ
いろな文章を前よりも書けるようになったか。」では１年生９３％，２年生７８％，３年生８０％，４年生７３％，５年生８４％，６年生９１％の児
童が書けるようになったと回答していた。しかし，「文章を読み合い，友達と助言し合えましたか。」では，「伝え合えた」と答える児童が高学
年になるにつれて少なくなり，伝え合うことの難しさを感じている。話す力は課題といえる。今後も国語科における主体的・対話的な学びを
目指した授業改善を進め，児童の表現力（書く力・話す力）の育成を目指す。また，『ＩＣＴ機器の活用』では，児童が書いた文章を友達と交
流して推敲する場面，書いた文章の表現の仕方に注目させたりする場面など，グループ交流や全体交流における可視化・共有化という点
で有効であった。新学習指導要領における教科横断的な視点の国語科の授業も児童が主体的に取り組み，表現力（書く力・話す力）の育
成に有効であった。今後，各学年の単元を開発し，教科横断的な視点で取り組めるものがないか研究を進めていく。
・保護者アンケート（５段階評価：回収率９７％）における，言語能力向上（「書くこと」）に関するA評価（よく当てはまる）は６９％，A・B評価を
合わせると９６％であり，一定の評価を得た。

・廊下の掲示物を見ても，丁寧によく書けている。国語の研究の成果が出ている。
・書くことがとても好きになってきている。
・分からない言葉があると辞書を引き，使えるようになってきている。
・廊下に掲示されている１年生の文字がしっかりとしている。
・「書くことや書いて伝える力」は，思考力や表現力を高めるので継続してほしい。
・「わかばステージ」の６年生の終わりの言葉に感動した。考えを伝える力が育っている。
・算数の学力差は大きいので，放課後算数補習教室（にこにこ算数教室）は良い取組である。

・次年度も調布市教育委員会研究推進校として，『自分の考えを生き生きと表現する子供』の育成を目指す。１０／２６（金）に研究の成果
を調布市内外に公開する研究発表会を開催する。１学期中に検証授業を実施し，表現力の育成を目指した以下の研究内容を発表できる
ようにする。
●【主体的な学び】にするために，書くことにおける教科横断な視点の教材開発，目的意識を明確にした導入，見通しのある単元構成，
個に応じた指導，振り返りの仕方等について検証する。
●【対話的な学び】にするために，「書くこと」の指導過程において，他者との交流活動を進め，自分の考えを説明する力や質問する
力，また，自分の考えを見直したり，広げたり，深めたりする場の設定をする。交流活動においては，グループの形，グループ編成，グ
ループのバリエーションを工夫し，ねらいに即した交流活動について検証する。また，話し合ったことの視覚化・共有化を図る手段とし
てICT機器を活用する。
これらの『主体的・対話的な学び』を通して，自分の言葉で考えたことを適切に表現する力や，効果的に表現する力が高まると考える。
・国語科の時間の他に，各教科・領域や日常的な活動の中で，児童が積極的に関わり，意見交流をすることのできる取組や環境の工夫を
する。他教科においても日常的に自分の考えを伝える交流活動を実践していく。

・「家庭学習の定着」に関する保護者アンケートの結果，A評価（よく当てはまる）は63％となった。A・B評価を合わせると９０％であり，家庭
の協力度の高さがうかがえる。家庭学習の量や質，保護者の家庭での取組における悩みなど，保護者からの自由意見が多い項目であ
る。低学年は，「宿題は必ずやる」という意識付け，中学年は「自分から宿題をする」という姿勢，高学年は「時間を工夫して宿題や自学学
習をする」という計画性を養うことを目指し，今後も継続していく。家庭の協力もお願いしていく。
・「読書習慣の定着」に関する保護者アンケートでは，A評価（よく当てはまる）は７４％，A・B評価を合わせると９５％である。おはよう読書・
保護者読み聞かせ（年間各学級１２回以上）・読書月間などの成果といえる。
・５・６年の学力調査は全項目において全国・東京都平均を大きく上回った。

・家庭学習は小学生のうちから習慣づけることが大事である。
・保護者の努力・協力が必要である。
・読書の苦手な子には，絵がなく頭の中で物語を想像しながら聞く「読み聞かせ」が有効なようで
ある。
・ビブリオバトルでチャンプ本を決めるという活動が楽しかったと言っていた。
・読書も家庭学習と同様に，低学年からの積み重ねが大事である。

・読書習慣のより一層の定着 ，家庭学習の定着（学年×１０分）を継続する。家庭学習の保護者丸付けも継続する。
・家庭学習については習慣化ができるように，年度初めの学年保護者会で「学力と家庭学習の関係」「継続の効果」について説明し，周知
していく。児童にも必要性を指導し，自ら取り組めるように指導していく。
・宿題については，学年内で共通の宿題が出せるようにするとともに，各学年の系統性も考慮して実施していく。

・１０月の道徳授業地区公開講座では「自分も大切に みんなも大切に」をテーマに講演，全学級で道徳授業を実施した。４月「災害と命」，
１０月「人とのつながり」，１２月「命の大切さ」について重点的に指導をし，「命」や「人とのかかわり」について考えさせる機会とすることが
できた。
・集団生活の５つのルール，①「あいさつ」については，校内の来校者や顔見知りの大人にはあいさつができても，それ以外の大人にはあ
いさつができていない状況にある。「あいさつ」を進めるため，全校朝会であいさつの仕方の具体例を示したり，２学期の終業式では各学
級の「あいさつ名人」を紹介した。②「話を聞く」と③「時間を守る」については，全校朝会や日常の様子からよく守られていると感じるが，い
つでも，どこでもできるように各学年・学級で強化していく必要がある。④「仕事をする」は，当番活動や係活動などがよくできている。新設
した⑤「人の嫌がることをしない・言わない」については，いつでも，誰に対してもでもできるように，今後も児童の意識化を図っていく。
・「わかばっ子」については，保護者アンケートのA評価は昨年度より２％増え５２％，A・B評価を合わせると８９％となった。毎年少しずつだ
が，周知されてきている。

・あいさつは家庭の教育が大前提である。常にはつらつとあいさつができるように，学校でも指
導の工夫が必要である。
・高学年の児童が下学年児童に優しく接している姿を運動会などの学校行事でよく見かける。
・「わかばっ子」を基に教職員が生活指導をしているので，学校の方針がぶれなくて良い。
・「わかばっ子」は以前より存在が認識されてきた。落ち着いた学校生活が保障されている基盤
でもある。
・生活習慣は基本的には家庭でやることである。特に、あいさつは家庭のしつけである。

・道徳が教科となるにあたり，次年度は①「命の尊重」，②「個性の伸長」，③「友情・信頼（３・４年）」「相互理解，寛容」（５・６年），④「公
正，公平，社会主義」を育成すべき重点項目とする。
・４月「防災教育の日」，６月「道徳授業地区公開講座」，１２月「いのちと心の教育月間」における校長講話，道徳授業を計画的に進める。
・集団生活の５つのルールについては，次年度も継続して指導していく。
・「あいさつ」については，「決まり事」として指導し，年間を通して児童の実践力を高めていく。また、指導の仕方を工夫する。
・新１年保護者会，各学年の年度初めの保護者会で，「わかばっ子」のねらい，活用の仕方，「６年間一貫指導」の効果について説明し，さ
らなる周知を図っていく。また，年度末までに修正や付け加えをするため，「わかばっ子」そのものの読み合わせをする。
・「わかばっ子」の毎月の月目標の確認と振り返りを生活指導部に呼びかけさせる。また，各学級の具体的な取組例を紹介し，効果的に活
用していく。

・いじめアンケートを年３回実施し，いじめの未然防止や解決を図ることができた。
・年３回の教育相談会の他に，校内カウンセラーや特別支援教室専門員も参加する校内委員会を定期的に開き,配慮児童の現状･支援方
法･変容などについて情報交換ができた。また，翌週の生活指導夕会で全教員に周知し，情報を共有することができた。短時間で効果的
な校内委員会のあり方を模索していく必要がある。
・「隣接学年」との交流では，１・２年生が遠足やミニミニフェスティバルなどで交流することができた。３・４年生の遠足では，４年生が合同
班をリードする姿が見られた。また，４年生は３年生対象に地域安全マップの発表をし，学習面でも連携することができた。５年生は移動教
室の様子について４年生対象の発表会を開き，次年度の移動教室に期待感を抱かせることができた。また，「きょうだい学年」との交流で
は，体力調査や遊びを中心に計画通り実施できた。年間を通して異学年との活動を実施し，上学年は下学年を思いやり，下学年は上学年
に学ぶ機会が増えた。２月には全学級が卒業する６年をテーマにした「５・７・５作文」を短冊に書き，廊下に掲示し，感謝や憧れの気持ちな
どを伝えた。
・「心の耕し」（人とのかかわり方を学ぶ機会）に関する保護者アンケートのA評価は６３％，A・B評価を合わせると，９４％であった。一定の
評価を得たといえる。

・大雨や台風の日，児童が助け合って下校する姿があった。
・大雪が降ったとき，近所の児童が「隣りに目の悪い方が住んでいるから雪かきをしてあげる。」
と言って，積極的に雪かきをしていたので驚いた。
・家の前を登校する児童を見ていると，１年生の前後に上級生がついて一緒に通っている。子供
たちが声をかけあって朝登校している姿もあり，学校の雰囲気に温かさを感じる。
・きょうだい学年のおかげで，低学年の時，登下校に安心感がもてた。
・児童が良いのは，地域・学校・保護者が一体となって育てているからである。

・特別な教科としての道徳授業を全体計画に基づき計画的に進める。心を耕し・育てるために様々な取組を継続するとともに、本校の４つ
の重点項目である，「生命の尊重」「個性の伸長」「友情・信頼（高学年は相互理解・寛容）」「公平・公正・社会主義」を意識した指導をして
いく。
・行事や学習等における「きょうだい学年」の取組や「隣接学年」の取組を継続，拡大する。
・各教科，道徳，きょうだい学年，隣接学年，行事，校長講話などを通して，人とのかかわり方を日常的に指導していく。
・特別支援コーディネーター，特別支援教室専門員を核とした校内委員会を定期的に開催し，校内カウンセラーを活用した校内支援体制
の充実と夕会を活用した教職員間の情報の共有化を図る。校内委員会は短時間に効果的にできるように，開催日時・内容などについて工
夫していく。教育相談会議は学期毎に年３回開く。「校内通級教室（のがわ学級）」担当と学級担任との連携をさらに図り，個に応じた指導
の充実を図る。
・保護者と連携し，「個別指導計画」「個別支援計画」を作成し，個に応じた指導を推進する。

・オリンピック・パラリンピック教育推進校として，講師による実演やサッカー指導が実施できた。
・「世界ともだちプロジェクト」交流対象国5カ国（ドイツ・ノルウェー王国・ジャマイカ・モロッコ王国・モルディブ共和国）について周知した。
・仮設教室設置工事の影響で，例年のエンジョイスポーツⅡ（なわとび）を２学期に，エンジョイスポーツⅠ（持久走）を３学期に実施した。持
久走は，奇数学年と偶数学年が交代で４分間走に取り組ませたが，大雪の影響もあり不満足な状態であった。次年度も給食室改修工事
や教室改修工事があるため，実施時期を考慮していく必要がある。
・体力・運動能力調査では，長座体前屈が全学年，走能力（５０m走・持久走）が４年生以上の学年で全国平均を超えている。しかし，依然
として握力・ソフトボール投げ・立ち幅跳びの数値が低い。体育科の授業の充実を図り，日常生活における「もつ，にぎる，しぼる」活動も継
続する。「１学級１取組」の見直しと年間を通した実践が必要である。
・「体力向上・健康な生活・健全な食習慣」に関する保護者アンケートのA評価は６３％，A・B評価を合わせると９４％であり，一定の評価を
得たといえる。

・体力調査の立ち幅跳びは事前に跳び方をやらせてみるとと良いと思う。
・校庭の遊具が撤去され，低学年が遊びながら運動能力を高める機会が少なくなったのではな
いか。
・投げる遊びのできる場所が少なくなったことが，体力調査にも影響していると思う。
・転んだときでも手をつかないなど，児童の体を守る技術が足りなくなってきていると感じる。

・オリンピック・パラリオンピック教育推進校としての取組を計画的に実施し，充実させていく。
・「世界ともだちプロジェクト」の交流対象国（５カ国）への理解を深めさせるとともに，各教科等の内容とオリンピック・パラリンピックを関連
付け，教科横断的視点の取組を組織的・計画的に実践する。
・体力向上に向けて体育科授業の工夫・充実を図るため，講師を招聘し，指導方法を学ぶ機会を設定する。
・年度当初より「１学級１取組」を立ち上げさせ，体力向上に向けた意識化を図り，実践させていく。
・握力・投力・立ち幅跳びの向上を目指す。重い物を持つことや雑巾絞りなど，日常生活における「もつ，にぎる，しぼる」活動を増やしてい
く。また，家庭にも協力を呼びかけていく。
・クラス遊びや３０分遊びを通して体を動かす楽しさを味わわせ，日常的な体力向上へつなげる。また，日常の休み時間の外遊びも進め，
遊びの楽しさ，体を動かすことの心地よさをさらに体験させていく。

・４月と９月に食物アレルギー緊急対応訓練，水泳指導・エンジョイスポーツ実施前に心肺蘇生救急訓練を実施し事故防止に務めた。
・食物アレルギーに関する情報・対応ルールの共有化，年２回の緊急対応シミュレーション訓練の実施，保護者との個別面談，給食配膳
時の確認を通し，教職員の危機管理意識を高め，事故防止を図った。１月の計測時に，養護教諭による食物アレルギーのミニ授業を学級
ごとに実施した。
・手洗い・うがいを進め，ハンカチ携帯が９２％以上となり，児童の意識が高まってきている。３年生の歯磨き指導後に実施している，「給食
後の歯磨き」は定着しつつある。現在は，３・４・５年生が実施している。「歯と口の健康週間」や「手を洗おう，きれいな手」ポスターコンクー
ルには多くの児童が応募し，良い結果が出た。また，啓発の機会ともなった。
・「歯磨き指導」に関する保護者アンケートのA評価は８９％，A・B評価を合わせると９６％であり，評価を得たといえる。

・心肺蘇生訓練も応急手当訓練も定期的にやらないと役に立たない。
・学校以外の所でも食物アレルギーは起こりうる。PTAに向け，食物アレルギーに対する研修会
を開いたり，学校の対応を話していくと良い。
・手洗い・うがいは日常的に継続し，意欲を高めていくと，病気の予防にもなる。たくさんの表彰
は児童の励みになるので続けてほしい。
・保護者や地域の見守りが功を成し，不審者情報を聞かなくなってきた。抑止効果がある。
・日常の出来事の中で，自分の身を守る方法を身に付けていってほしい。

・次年度も水泳指導やエンジョイススポーツの前には必ず心肺蘇生訓練を実施し，非常事態に備えていく。（年間３回）
・「食物アレルギーに対する校内ルール」を再確認するとともに緊急対応訓練などの教員研修を今後も継続し，教職員の危機管理意識を
高める。
・「防災教育の日」は保護者向け心肺蘇生訓練や応急手当訓練など，緊急事態時の応急手当に関する講演や実技指導を実施する。
・３学期の身長・体重の計測時に，養護教諭による食物アレルギーのミニ指導を継続する。
・児童の危機予測・回避能力を高め，食物アレルギーやけが・事故・災害などから「身を守る」教育を計画的に実践していく。
・手洗いやうがい，ハンカチ携帯を進め，児童の健康への意識を高めていく。
・給食後の歯磨き指導を継続する。「歯と口の健康週間」や「手を洗おう，きれいな手」などのポスターコンクールへの応募を進める。

・家庭と学校との個人情報に関する連絡用として，今年度より使用した茶封筒の活用は効果的であった。個人情報の保護・管理を適切に
することができた。「学校安全・安心メール」による連絡は情報が素早く伝わるため好評価であった。
・「保護者読み聞かせ」は，昨年度と同様に各学級１２回以上達成できた。
・運動会・わかばステージ・音楽集会・１２歳のメッセージなどで児童が活躍する姿は好評であった。運動会後の保護者感想は４７４枚，わ
かばステージ後は３２１枚あった。「行事を通した一人一人のよさ」に関する保護者アンケートでは，A評価は７６％，A・B評価を合わせると
９８％であり，評価を得たといえる。
・「情報の発信」に関する保護者アンケートでは，A評価は６９％，A・B評価を合わせると９７％であり，一定の評価を得た。学級だよりや
メール配信などに関する自由意見が多く，家庭との適切な連携を今後も継続する。
・８月開設したホームページの更新が課題である。

・個人情報の保護の観点から茶封筒の活用は良い工夫である。
・保護者アンケートは学校で取り組んでいることの確認であり，回収率９７％は見事である。
・運動会やわかばステージは，保護者の参観が多く，関心が高いと感じる。
・メール配信をうまく活用していくと良い。
・PTA校外委員会の雪かきがなくなったと聞いたが，大雪の降った日，保護者や地域の人たち
が坂や歩道橋の階段などの雪かきをしていて感心した。

・次年度も個人情報保護の観点から茶封筒の活用を継続する。
・ホームページの更新やメール配信の充実を図っていく。そのため，「学校安全・安心メール」については全家庭登録を呼びかける。また，
不審者情報など災害情報以外にも「学校安全・安心メール」やホームページを活用していく。
・次年度も「保護者読み聞かせ」は各学級１２回以上とする。年度当初の保護者会で，読み聞かせ可能日を学級代表に伝え，すみやかに
取り組めるようにする。
・毎月教育活動を公開し，児童の活躍する姿を保護者に伝えていくことは，次年度も継続する。
・学校だより，学年だより，学級だよりなどを通して，保護者に学級の様子が伝わるようにしていく。また，各家庭が用意するもの（図工の材
料など）のお知らせは早めにしていく。

・「児童の安全，危険回避行動」に関する保護者アンケートのA評価は６２％，A・B評価を合わせると９２％であり，一定の評価を得たといえ
るが，さらに指導を継続する必要がある。
・登下校の安全については，教職員・保護者・地域の見守りを今後も継続するが，各家庭でのしつけやルールも必要であり，今後も保護者
啓発を図っていく。
・地域や保護者によるパトロールが抑止効果を生んでいるといえる。交通事故もない。児童への安全指導は定期的に実施できた。
・「防災教育の日」（４／２２）は，第四中学校・保護者・地域と連携し，実施することができた。

・４年生が「誕生学」の授業をしていた。良い取組である。
・インターネット・携帯電話等の使用については中学校でも課題となっているが，小学校でも家庭
と連携した取組が必要である。
・児童の登校を見守ってくださる方がいる。子供の交通事故がなくて良かった。
・不審者や交通事故に関しては，保護者によるパトロールや若葉地区協議会の防犯推進委員
による防犯パトロール等の活動が役立っている。
・「安全・安心」は常に戦っていくもの，自分の子供を人任せにしないことが基本である。

・インターネット・携帯電話などに関する児童の情報モラルを高めていく。
・児童がいじめなどのトラブルや犯罪に巻き込まれないために，インターネットや携帯電話などのSNSの利用に関する「家庭ルール」づくり
を推進していく。
・児童の「安全・安心」は親の責任と捉えて，今一度，家庭の約束の見直しをお願いしていく。
・不審者に関する情報の第１報は「警察へ」を徹底する。
・防災については「四つ葉防災協議会」での取組を継続する。

・「若葉小学校支援地域本部」の支援会議を４月に開き，１年間を見据えた活動の連絡・調整を行うことができた。３月に今年度の取組に関
する総括をし，改善点を次年度に生かしていく。
・学校支援地域本部の活動である，
●｢サマーチャレンジわかば｣は５日間実施し，延べ６５講座，６８０名の児童，１１６名の地域講師，１５名のPTAボランティアが参加。
●「若葉の杜にホタルを飛ばそう」プロジェクトでは，今年度ホタルが数匹しかとばず観賞会を実施することができなかった。
「畑の整備」は進んだが水の確保は未だに課題である。
●２年生と４年生の放課後算数補習教室（にこにこ算数教室）」が，毎週水曜日の放課後に始まった。年間４０回実施した。ボランティア
として１３名が登録し，参加児童の学習意欲が高まり，効果を発揮している。
●「星座観察会」は２回予定したが，天候の関係で２／１５日のみ実施できた。３年以上の児童が４０名参加した。
「自転車教室」（１２/７）では実技指導ができた。「校舎内外の清掃」（３/４）を実施する。
●「四つ葉防災協議会」では，「防災教育の日」，「防災訓練」，「夜間訓練」などの取組計画を話合い，実施できた。また，実施後の反
省もまとめることができ，次年度に生かしていく。防災倉庫の点検，「避難所運営マニュアル」の検証も継続できた。今後は，「防災訓
練」や「避難所運営マニュアル」を自治会や地域住民にさらに広めていく必要がある。今後も保護者・地域人材を活用した教育活動・
学習支援を，充実させる。
・３名の学校支援コーディネーターは，地域との連携や授業支援などにおいて，教員・保護者・地域から良い評価を得ている。
・「保護者・地域の支援」（学校支援地域本部）に関する保護者アンケートのA評価は，７６％，A・B評価を合わせると９７％であり，評価を得
ている。しかし，E評価（わからない）が１１名おり，活動内容等について周知していく必要がある。

・「算数にこにこ教室」で丁寧に指導していただいていると保護者から聞いた。算数の基礎のフォ
ローは良いと思う。継続してほしい。
・児童の教育に多くの保護者・地域の方がかかわり，学校を核とした地域のつながりがある。
・学校側に地域と共に子供を育てるといった姿勢があるので，協力しやすい。
・「サマーチャレンジわかば」では，様々な体験ができてありがたいという声を聞く。
・「夏祭り」での第四中学校吹奏楽部と若葉小音楽委員会・クラブとの合同演奏，「新春お茶会」
での手芸・料理クラブ児童の参加など，地域行事と児童のかかわりがあるのは良いことである。
・保護者アンケートのＥ評価（わからない）は，参加していないから分からないのだと思う。

・次年度も「若葉小学校支援地域本部」の支援会議を４月に開き，１年間を見据えた活動の連絡・調整を行う。
・｢サマーチャレンジわかば｣は継続する。児童が保護者・地域の方から学び，交流・体験する新たな講座を開発していく。開催日について
は早めに知らせていく。
・「ホタルプロジェクト」は理科委員会の児童と，「畑」は環境美化委員会の児童と共に，年間を見据えた活動を継続していく。
・地域の教育力を活用した２年生と４年生の放課後算数補習教室（「にこにこ算数教室」）は，継続し，拡大を図っていく。登録ボランティア
も増やしていく。
・保護者・地域人材を活用した金管楽器の指導を継続する。また，人材を活用し，日本の文化を児童に伝えていく教育活動を実践してい
く。
・学校支援地域本部の活動内容をさらに周知し，取組への児童の参加，地域・保護者のボランティア協力度をさらに高めていく。また、学
習や体験活動等における地域・保護者の人材発掘に努める。

・保護者アンケートによると，地域行事への教員参加はA評価７５％，A・B評価を合わせると９３％であり，評価を得た。しかし，E（わからな
い）評価の人数が３４名であり，低学年に多い。児童には地域行事への参加を呼びかけ，教員には保護者・地域の方と交流すること，地域
の中での児童の姿を知ることを今後も心がけてさせていく。
・ベルマーク，カートリッジの回収を継続できた。今後も協力の要請をしていく。
・「若葉の杜の音楽会」への教員参加は１５名であった。ダンスクラブ児童はクラブの時間に取り組んでいるダンスを，５年生有志は運動会
の表現を披露した。
・「夏祭り」への教員参加は延べ２２名，「新春お茶会」には，１１名の教員と料理・手芸クラブの児童が参加した。年度末の第四中学校と合
同の「スキー教室」にも教員３名と４年生以上の児童が参加する。今後も，児童・保護者・教員・地域の方との連携・交流を進める。

・地域運動会が中止となり，残念であった。例年のような先生たちの活躍する姿が保護者に見え ・今後も「夏祭り」や「新春お茶会」などの地域行事では，第四中学校・地域・本校との連携を継続する。
ず，保護者アンケートの数値にも影響が出たのではないか。
・「夏祭り」・「地域運動会」・「新春お茶会」などの地域行事への教員参加を進め，児童・保護者・教員・地域の方との連携・交流を進める。
・地域とのつながりを教員が大事にしていると感じる。
・次年度もベルマーク・カートリッジの回収を継続し，回収目的をはっきりさせて取り組んでいく。
・「夏祭り」に子供を連れて参加する教員が多かった。良い雰囲気である。
・地域行事のとき，教員が協力的である。

次年度
優先順位
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