
平成３１（令和元）年度 自己評価書 

学校園名 附属大泉小学校          

１ 学校経営計画 

  別紙のとおり。 

 

２ 自己評価 

領 域 重点目標・具体的取組 達成状況・成果と課題 評価 今後の改善方策 
学校関係者評価を踏まえた

今後の改善方策 

学校運営 

＜重点目標＞ 

◎ＩＢ教育ＰＹＰ候補校申請 

◎国際学級創立50周年の祝賀機運を高め、

教育活動を充実・活性化する。 

◎働き方改革の推進 

 

＜学校運営に関わる具体的取組＞ 

〇IB候補校申請 

〇国際学級の５０周年事業 

〇働き方改革の推進。 

  ⅰ）会議回数を減じ、効率的に判断・

伝達を行うしくみを構築する。 

  ⅱ）電話受付の時間設定  

  ⅲ）４０分７時間期間の活用 

  ⅳ）校務分掌の改革 

  ⅴ）ペーパレス化の推進 

〇校務システムリニューアル…３学期運用 

〇学校危機管理体制の整備充実  

 ⅰ）避難訓練等、警察・消防等の指導を

受ける 

 ⅱ）いじめ防止対応の研修年３回実施） 

〇連絡進学 

 

 

・ＩＢのＰＹＰ申請を３月に行い、受理さ

れ、候補校になることができた。 

・50周年事業では、イベントを行い、国際

学級だけでなく一般学級も共に全校で祝

うことができた。 

・教職員だけでなく、用務・給食・事務も

学期毎に教職員会に参加し、学校方針を

共有しコミュニケーションを推進する。 

・教育計画をすべてデータ化し、タブレッ

トによりペーパレスで持ち運びが楽で有

効であった。 

・新校務システムを段階的に導入すること

ができた。 

・会議回数を減らすことができた。（教員

全体が集まる会議は年に２回減、部会メ

ンバーが集まる小会議は５回減）会議の

時間も起案方法の改訂により短縮し、５

時半を過ぎることは殆ど無くなった。 

・電話受付留守録が有効に機能している。 

・40分７時間の活用も有効に機能した。 

・年度末に保護者に学校運営に関するアン

ケートをとり、その結果と学校の対応や

考えについて保護者会で説明した。 

・避難訓練で警察や消防からの指導を受け

ることは、今年はできなかった。 

・後援会の支援もあり、週に１回のカウン

セラー体制がつくれた。 

・小金井中への連絡進学者数を増やすこと

 

 

 

Ｂ 

・ＩＢの候補校となり、来年度は

認定にむけて認定要件を調査し

更に一歩進める。 

・新校務システムを段階的に導入

できたので、今後は本格的な運

用を来年度から実施する。 

・通知票は、新学習指導要領にあ

わせて更新する必要がある。 

・働き方改革は、本年度成果がで

ているものの、更に推進してい

く余地があると考えている。 

・校務分掌の一層の工夫を推進す

る。平等化をはかる。 

・留守録機能の時間設定を更に工

夫する。 

・下校指導の軽減化 

・長期休業中の教員の出勤につい

て見直しを進める。 

・いじめ防止基本方針の改定をさ

らにすすめる。 

・地域防災への貢献として一時避

難場所となることの対応検討。 

・学童についての問題検討 

・通学区域の検討 

・入学調査、第1次選考（抽選）

の実施検討。 

・連絡進学では、国際中等への連

絡進学については、依然として

 

・新学習指導要領が来年度

から本格実施となるので

その対応を進めていく。 

・プログラミング教育への

取り組み、ＩＣＴ環境の

整備を今後更に進めてい

く必要がある。 

・PYP認定校になった場合

には、カリキュラムが学

習指導要領とは異なるの

で、国際中等教育学校で

、本校からの受け入れ人

数を増やしていただくよ

うに要望をしてきたい。 

 

・働き方改革が進んでいる

が、行事の精選などによ

り学校の大切にしている

ものを失わないようにし

てほしいとのことが昨年

度に引き続き関係者評価

会議での話が合った。こ

れまで続いていることの

よさや意味について、一

層原点に返って学び、吟

味しながら、改革を進め

ていく。 



ができた。 かなり厳しい状況である。この

点が学校運営に大きな支障・影

響を与えている。人数を増やし

ていただく要望をし、今後も検

討を継続させていきたい。 

・国際学級の在り方について、見

直すことも検討していく時期に

なってきていると考えている。 

 

教育活動 

＜教育活動に関わる重点目標＞ 

◎国際学級創立50周年の祝賀機運を高め、

「世界へ関心を広げる」教育活動を充実

・活性化する。 

◎「たくましく清い心の子ども」を重点 

 

＜教育活動に関わる具体的取組＞ 

○国際学級50周年記念事業に取り組む。 

・国際学級記念イベントの開催 

・普通学級も活動に参加する工夫 

 

○学年経営・学級経営・授業などすべての

教育活動において、「きれいな言葉」「

人の気持ちを考える心」を指導の共通の

方針として掲げていく。行事や授業の中

で、ただこなすだけでなく、その中で心

の教育を行うように価値付けを大切にす

る。 

・５０周年記念事業は、成功裏に実施でき

た。一般学級と国際学級とのよい交流の

場にすることもできた。 

・生活指導では、「きれいな言葉」を合い

言葉にしたことは、子どもにもよく意識

づけられるとともに、教員も指導が行い

やすく成果があった。今後も継続したい

。 

・行事では、ただこなすだけでなく、心を

育成するような振り返り活動や子供のが

んばりを見逃さずに認めていく指導を奨

励していく。 

・学力面では、全国平均よりは10ポイント

以上高いスコアがでている。 

しかしながら、附属間比較ではやや低迷

している。ゆり組の影響もあるが、次の

課題として取り組んでいく。 

 

 

Ｂ 

・特別活動は本校の特色であり、

保護者からの評判もよい。伝統

を大切にしつつ、改革を進めて

いく。 

・いじめの問題では、保護者が自

分の子が加害者になることを極

端に認めたがらない方も傾向と

してあった。いじめについての

基本方針を改定し、保護者への

理解もすすめていかなくてはな

らない。 

・下校指導を丁寧にすると会議の

時間が遅くなる。教員がどこま

で指導に行くのか、指導と働き

方も改革と関連させて解決策を

検討する。 

・カウンセラーを毎週１回は来て

いただく体制づくりができた。 

・カウンセラーとの連携に

ついて話題にあがった。 

 今後も連携をさらに推進

するようにしていく。 

研究活動 

＜研究活動に関わる重点目標＞ 

◎「新教科『探究科』の実践」の充実 

（研究開発学校指定研究３年目） 

テーマ：「新教科『探究科』の創設」 

～国際バカロレア（ＩＢ）のＰＹＰのよ

さを参考にした新しい小学校教育課程

の開発～ 

 

＜研究活動に関わる具体的な取組＞ 

○本年度は、研究開発学校指定の３年目で

・研究開発学校指定３年目として、探究科

を各学年で６実践ずつ開発し実践するこ

とができた。 

・この実践を通して、理論的な部分も修正

をすることができている。 

・特に、理科・社会科をまったく無くすの

では無く、探究科に含むようにするもの

と、単独で残すものにわけらるように理

論変更も行った。 

・新教科「探究科」実践を行っているため

 

 

Ｂ 

 

・４年目は、まとめの年になるの

で、次期学習指導要領に資する

提案がエビデンスをもってでき

るように取り組んでいく。 

・まとめの年になるので、ゴール

イメージをもって取り組むよう

にする。時数的なものも明確に

していく 

・IB教育（PY）についての、研究

は国公立小学校としては全国初

・IBの認定をめざしていく

ことで、本校のよさがな

くならないかといった心

配をもつご意見が、昨年

度に引き続き評価委員の

中にあった。保護者への

丁寧な説明も、今後重要

になってくる。 

・両立できるように研究を

進めていく。 



あり、主に実践を行い、新教科「探究科」

の評価を行う。各学年年間６単元開発を完

全実施し、授業を通して理論を更に構築し

ていく。 

わかりやすく、IBとしてもおかしくない

ような研究をめざしていく。その成果を全

国に向けて発信する。 

 

 

 

、実際の時間運営にやや厳しさがあった

。次年度工夫していく。 

・研究内容は、依然として用語の整理が不

十分であったり、理論的にも更に説得力

やわかりやすさを高める必要がある。 

・令和２年２月１日（土）に研究発表会を

行った。午前には全体発表と探究科を含

む教科の授業・協議会、午後にも、同様

の授業実践を行った。全国より約650名

の参観者があった。 

・３月にPYP校への申請をし、受理をされ

、候補校となることができた。 

であると思われる。先進的な研

究を継続していきたい。 

・参観者が、昨年度より150名以

上増えた。注目度が高まってい

ることを期待したい。 

・全国展開を考えて、初めての教

員や新任教員でもわかるあるい

はなるほどと思える内容に、そ

してIBのPYPとしてもおかしく

ない内容にしていくことが課題

である。 

・次年度は、IBの認定要件を精査

していく。 

 

・保護者からは本校への英

語教育への期待の声も大

きくあるので、ネイティ

ブの採用を増やすなど工

夫をしていく。 

学生の教

育・支援

活動 

＜学生の教育・支援活動に関わる重点目標

＞ 

◎実習の質の向上 

◎学生の教科・教材研究力の向上 

 

＜学生の教育・支援活動に関わる具体的な

取組＞ 

○基礎実習における、教科毎の研究授業・

協議会の実施。 

 

〇授業の基礎的な技量を高める講話の実施 

 

〇実習中の教員の会議の削減。 

実習生への指導時間の確保 

 

〇教員のＦＤ研修の実施 

実習指導をするための教員の研修を開

催し、校内教員で学び合う場を設ける 

・実習最後に行う実習生の研究授業の取り

組みの仕方について、クラスで行うので

はなく、教科毎に行うことを継続してい

る。このことにより、教員としての専門

性の高い授業力・教材研究力・教育実践

研究力の育成をめざしていく。 

・実習生の研究授業を教科毎に行うように

したことで、研究授業となる教科が、こ

れまで国語や算数に偏りがちであったが

、その偏りが無くなり、バランスよく実

施することができた。 

・実習生も自分の専攻している教科で研究

授業ができるため、教材研究が昨年度ま

での形より深く行うことができ、研究と

実践とをつなぐ研究授業ができた。 

・教員も、それぞれの専門性を活かした指

導ができるとともに、授業を講評する力

も育成することができた。 

・期間中は会議を入れないように年間予定

を組み、実習の充実に努めた。 

・実習生の専門性が高まるプログラムが構

築されつつある。 

・実習指導の時間の確保（実習期間中の会

 

 

Ｂ 

 

・教科毎の研究授業は、成果が出

てきていると考えている。様々

な意見もあるが、本校の実習の

柱として、今後も継続して取り

組んでいく。 

・効率的に実習生指導を行うよう

にするわけであるが、一方で、

充実した質の高い実習にするこ

とも重要な使命である。闇雲に

遅くまで残すことはしないが、

授業後の反省会・協議会や、学

級担任としての児童との関わり

方、学級運営、授業準備など、

必要な時間は確保してあげなけ

ればならない。実習生指導は、

附属の使命の一つであるので、

単に働き方改革で退勤を短くす

ることは得策でないと考える。

適切な設定をどうするかが課題

である。 

・実習生の評価・成績に対する教

員間の共通理解を更に進める必

要がある。 

・特になし 



議や研究会の持ち方）は有効で、実習生

と指導教官が共にいて研修をする時間が

長くとれた。 

・しかし、クラスでの自分の授業と、研究

授業のための研究とで時間がおしてしま

うこともあり、退勤時間が遅くならない

ようにする工夫が課題となっている。 

・実習生指導が初めての教員もいるので、

実習指導研修を自主的に開催し、校内教

員で学び合う場を設けるようにした 

教員間で学び合う機会を持つことができ

たことはたいへんよい機会であった 

・学生の卒論・修論アンケートの実施等積

極的に協力をした。 

・実習生の事前指導の在り方につ

いては、大学との連携が更に必

要である。 

・働き方改革と関わって、実習生

の退勤時間の設定をどうするか

が課題である。 

 本校では７時退勤を目標として

いる。 

  

 

社会貢献

活動 

＜社会貢献活動に関わる具体的取組＞ 

 

○大学の講義、教員資格認定試験等へ講師

を派遣すると共に、地域（練馬区）をは

じめとした公立学校研究会への参画をも

積極的に行い、地域の拠点校としての役

割を果たすように努める。 

○地域小学校への施設公開 

○海外からの参観を積極的に受け入れる。 

○地域の一時避難所としての受入体制づく

り 

・教員免許状更新講習等、大学講義へ講師

派遣（４名）した。 

・地域（練馬区）教育会全体研究会に本校

も日程をあわせて、全教員が参加した。

区の研究授業を実施（算数・英語部会） 

・公立小学校教員のための英語活動研修会

また道徳科授業研修会を夏季開催した。 

・練馬区立大泉東小学校の運動会を、４年

連続で本校会場としてお貸ししている。 

・アブダビ日本人学校児童（２名）の体験

入学（２日間）を受入交流学習をした。 

 

 

 

Ｂ 

・大学、地域の教育委員会、各学

校とのさらなる連携研究の推進 

・本年度は、算数部が、本校を会

場として研究授業を行った。地

域の公立小学校とも連携した取

り組みを行うことができた。今

後も更に連携を密にしていくよ

うに推進していく。 

・国際学校として、海外の児童及

び教職員の参観・来校を積極的

に受入を行い、開かれた学校作

りを推進していく。 

・地域から、練馬区立大泉

東小学校へ校庭を貸して

いることはとても感謝さ

れている。 

・一時避難所については、

地域の方の要望が強くで

てきているので、本学（

大学）とで、規定を作っ

ていくことが重要と思わ

れる。 

 

３ その他特記事項 

 平成３１（令和元）年度は、本校創立８１周年で、国際学級創設５０周年であった。令和元年１１月６日（土）に記念イベントと研究授業・協議会を催した。 

 

４ 自己評価委員会委員，開催日 

    ①令和２年 ２月４日（火）各部会の学校評価 

    ②令和２年 ２月６日（木）自己評価委員会 

杉森校長、細井副校長、松井主幹教諭、学年主任（吉原教諭、田代教諭、大出教諭、上田教諭、後藤教諭、関根教諭、岩岡教諭） 

     

    ※学校関係者評価委員会… 令和元年 ２月２０日（木）14:00～  



〔記載要領〕 

 

１ 学校経営計画 

   当該年度の学校経営計画を添付する。 

 

２ 自己評価 

（１）「重点目標・具体的取組」には，学校経営計画の重点目標と，重点目標を達成するための

具体的取組（評価項目）を記載し，具体的取組の達成状況を把握するための指標を，具体的

取組ごとに可能な限り設定する。 

 

（２）「達成状況・成果と課題」には，具体的取組ごとに設定した指標に照らし合わせて，取組

みの状況とその達成状況を記載した上，成果と課題を記載する。また，保護者等を対象とし

たアンケートや保護者等との懇談会等を実施した場合は，その状況や結果について記載する。 

 

（３）「評価」には，附属学校の学校評価に関する実施要項に定める次の評価基準に基づき，Ａ，

Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの５段階の評語を付す。 

 

（４）「今後の改善方策」には，挙げられた課題をどのように改善していくのか，その改善方策

を記載する。 

 

（５）「学校関係者評価を踏まえた今後の改善方策」には，自己評価の結果に基づきとりまとめ

た今後の改善方策（上記（４））を，学校関係者評価の結果を踏まえ見直した場合は，それ

を記載する。見直しがない場合には「特になし。」と記載する。 

 

３ その他特記事項 

  重点目標以外の目標で，特に成果があったもの等があれば記載する。 

 

４ 自己評価委員会委員，開催日 

  自己評価委員会の委員と開催日を記載する。 

 

５ その他 

自己評価の進め方については，文部科学省作成の「学校評価ガイドライン」を参考にすること。 

 

   

 

評語 評      価 達成度 

Ａ 重点目標が十分達成されており，極めて優れた成果を上げている。 100～90％ 

Ｂ 重点目標が十分達されている。 89～80％ 

Ｃ 重点目標が概ね達成されている。 79～70％ 

Ｄ 重点目標が最低限達成されている。 69～60％ 

Ｅ 重点目標が達成されていない。 59％以下 


