
平成30年度	 自己評価書	

学校園名	 附属世田谷小学校	

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	

1. 子どもが安心して集える学校を目指して
組織的に活動する。特に日常的観察とそ

の共有を重視する。	

2. 教員はQoLに留意する。精神の豊かさがな
ければ時代の理想の教育を実体化するこ

とはできない。教員は、仕事の効率を高

め、本質的な課題に注力し、教育を追求

することを通じて精神を豊かにしよう。	

	

具体的取組	

-会議・打ち合わせなどを効率化した。	

-授業時数は予定通り確保した。	

-情報公開のためにHPの整備を進めた。人事

公募の大学ページとの連携は効果的だった。	

-安全点検をすすめた。	

-保護者アンケートなど、学校評価情報の集

約に努めている。	

1. スクールカウンセラの支援に基づく安
心係数は0.48で、多くが2回程度の接

見で解決。10回以上の接見は14%だっ

た。スクールサポーターの出勤は毎日

に近い。危機管理は校外に抜け出す事

例あり、登下校にともなう校外での未

確認児童は直ちに玉川署に通報するこ

とを決定。	

2. 教員QoL改善度（±1）は平均+0.15。
やや改善傾向ではあるものの、校務・

教育・学級経営に追われる実感がある

。教育方法にフィットした経営方法、

自己研鑽機会など、潜在的に大きく改

善すべきことがあるかもしれない。	

3. 不登校・別行動児童について、やや改
善があったが、管理職や委員による応

急的対応をつないでいた。人的・物理

的な限界と、協働的な教育の徹底の反

面として、個別対応が必要な児童への

ポジティブな教育方法に課題が残る。	

4. 学校支援員は短期も含めのべ9名に依
頼した。支援員には主として特定の児

童の観察と支援を依頼し、年間のべ約

286件の観察記録・コメントが蓄積さ

れた。今後も学校支援員による個別支

援は当該児童の生育と学級経営の両面

で不可欠と判断される。	

5. 保護者アンケートによれば、「子ども

D	 今後も、安心安全委員会を中心と

した点検とともに、スクールサポ

ーターを強化して、児童を複数の

目でみられるようにする。	

別行動傾向の児童の教育について

は、ベテランの時間講師の先生に

も協力いただき、個別教育の方法

を模索する。	

教員のQoLについては、保護者、

後援会の理解や助力を求めること

も必要であろう。研究開発校指定

により、今後さらに研究的教育に

シフトすることに合わせて、より

研究しやすく、またそれにより、

より安心な学習環境となるよう改

善努力が必要である。	

次期指導要領改定への提案

につながる研究開発学校指

定を得たことは大きなチャ

ンスである。本校は先導的

に主体的で協働的な深い学

習を追求してきたので、こ

れが新学習指導横領の理念

に先行してきた。その意味

では本校にも新たな革新が

なければ、研究が陳腐化し

てしまう可能性がある。	

防災を含む危機管理につい

て引き続き安全点検、危険

箇所の発見につとめ、校舎

やグラウンドの利用者全体

の安全を高めたい。	



は安心して学校に通っていると思いま

すか？」という問いに、回答者の66%

が非常に肯定、28%がやや肯定であっ

た。学年進行とともに肯定の割合が高

くなり、心理的発達を反映するものと

思われる。また、また「子どものこと

を相談しやすい学校だと思いますか？

」への回答は、46%が強く肯定、36%が

やや肯定であった。低学年は肯定の割

合が高く、学年進行とともに低くなる

傾向も見られた。子どもの生活が充実

しているように見える反面、潜在的な

不安があったかもしれない。	

6. 平成30年度は台風によるヒマラヤスギ
等の倒木など校内の物理的危険度の高

まりがあったが、同時に危険箇所の特

定や改修が進み大きな成果があった。	

教育活動	

1. 相互啓発的な学びの育成	
児童が教えあい語り合うことを通じて、

見て聞いて感じて学び、語り表現して学

ぶことを学びと成長との中核とすること

は、本校の教育の土台である。	

2. 次世代の学びへのアプローチ	
世田谷地区は先導的教育の実践を任務と

している。相互啓発的学びのもとで、次

世代が特に学ぶべき内容を検討する。	

	

具体的取組	

-運動会や宿泊行事についてはこれまでの反

省にもとづき見直しを行った。	

-文化的行事「藤の実フェスタ」は４年間の

積み重ねにより、学習活動の発表の場とし

て充実してきた。	

-児童の個別指導、進学指導において、可能

な限り保護者と直接話し合う機会を持ち、

相互理解に努めるようにした。	

1. 教員による相互啓発的学びの改善（±
1）度は平均して+0.46であり、＋1の

割合は+0.58であった。多くの教員は

自らの成果を認めている。	

2. 教員による次世代の学び開発の改善（
±1）度は平均して+0.73であり、＋1

の割合は+0.77と高い自己評価であっ

た。大部分の教員がそれぞれの観点で

、次世代的教育の成果やインスピレー

ションを得ていたものと評価できる。	

3. また、これまでの研究成果を踏まえた
研究開発校提案が文部科学省に採択さ

れたことは、教育研究活動の成果ゆえ

のことと認識している。	

4. 教員による総合的業績自己評価の平均
は5ポイント中3.97ポイントと、概ね

高い値となった。	

5. 保護者アンケートによれば、「子ども
は自ら意欲的に学習生活に取り組んで

C	 平成30年度は研究部の研究テーマ

の節目となり年度の目標として新

しいものを生み出すための期間と

なった。その結果、自分の学びを

デザインできる子のための学習環

境をプロジェクトベースの自分de

ラボ、みんなdeラボの２学習形態

から駆動するという、世田小とし

ては新規の概念を生み出すに至り

、これが研究開発校指定につなが

った。平成31年度はこの目標のも

とでの自由な試行・観測の年度と

して、創造的活動の誘発を促すこ

とに注力する。	

外部の目には、附属世田谷

だから可能な教育であると

評されることがあることは

否めない。しかし公立学校

の実際の教育のヒントとな

り、実例となり、さらには

公立学校での創造的教育の

萌芽となるものを提供でき

なければ、国立大学附属と

しての本校の存在価値は著

しく低下する。附属学校で

は実践を、大学教員にはそ

の理論化をと協働をすすめ

、さらには、保護者自らが

本校は特殊教育ではなく、

日本で行うに値する求めら

れる教育をこのように実践

していると表現してもらえ

るように、理解・認知の努



-教育相談システムを活用して、個別児童の

案件に迅速かつ丁寧に対応した。	

-特別支援教育に関して校内研修の機会を設

け、児童の実態や指導に関する情報を共有

化した。	

-スクールカウンセラ2名、支援員は7名（短

期も含め9名）を毎週の支援計画に配置した

。	

いると思いますか？」への回答として

強く肯定が42%、やや肯定が42%であり

、６割は何らかの不安感を有すること

がわかった。また「子どものために様

々な工夫をしている学校だと思います

か？」に対する回答は強く肯定が62%

と肯定の割合が高かった。ただし、1

年生は強く肯定が84%と突出する。2年

生以上では工夫も当然のことと定着し

、むしろ学習や発達の不安が評価に反

映されているものと推察される。	

力をすすめたい。	

研究活動	

1. 研究上の提案や成果を積極的に公開する
。	

2. 学会・研修への参加を積極的に行い、研
鑽に努める。	

	

具体的取組	

-校内研究会を毎月定例実施し、夏季には集

中研を開催した。4回の校内授業研究会を行

い、理論と実践の往還の中で研究の厚みを

増すことができた。	

-2月1日に研究発表会を開催し、全国から

450人に上る研究者、現場教員の参加を得た

。また研究成果は図書（東洋館）にまとめ

て公表・出版した。	

-社会科、図画工作科など特別開発研究プロ

ジェクトに取り組んだ。	

-HATO、OECD関連の授業開発に取り組んだ。	

-他校の公開研究会には積極的に参加した。

研究部を中心に、ほぼ全員が様々な学校研

究に触れ交流することができた。	

1. 教員一人あたり論文・著書数平均は
3.0本であり、昨年度を上回った。ま

た査読付き論文も含まれた。	

2. 教員一人当たり授業公開数は1.3回で
、これも目標値の1回を超えた。	

3. 教員一人当たりの学会・研究会参加率
は1.88回と、発表件数は目標値の2回

をやや下回った。しかし、国際会議で

の発表など積極的活動も見られた。	

4. 大学との連携プロジェクトは一人当た
り1.81であり、目標値の2回をやや下

回った。	

5. 複数の異なる専門の教員が協働する「
×型」の授業構築を案出した。	

C	 教員の実労を考慮すると、研究活

動のレベルは適正範囲であろう。

いたずらに出版成果を求めて論文

を書くための教育活動になること

は、目下の世田谷小学校にふさわ

しいかどうかは疑わしい。	

むしろ課題は、本校の研究内容が

保護者に浸透することと、教育実

習、現職研などで積み重ねられた

情報を、学生や公立学校現場でよ

り用いられやすくするためのアウ

トプットの工夫であろう。	

プロジェクト型の学習に核

心をシフトするにつれ、評

価の問題にも新しい発想が

必要になり、また教員にも

保護者にも意識改革が必要

になる。評価の価値観には

指摘されたように厚みが必

要である。古典的な評価も

あらたな評価の文脈の中で

再評価が必要であろう。評

価の問題については、本校

の研究で必然的に大きな問

題となろう。	

学生の教

育・支援

活動	

1. 学部教育実習、学外者教育実習などを積
極的に行う。	

2. 教育実習において、実習生の精神的支援
に心がける。	

	

1. 実習担当は教員一人あたり7.12名と大
きく、そのほかにも個別で他大学から

の参観学習者を受け入れるなど、学生

の教育を積極的に行った。	

2. 今年度は教育実習で特別な配慮が必要

B	 大学の組織改革にともない、教育

実習生が増加する一方、附属での

実習のみで現場に出る学生が多く

なることから、附属での実習の重

要性がこれまで以上に高まった。

教員養成に関係する資料の

公開提供は、少しずつ無理

なく進めていきたい。	



具体的取組	

-本学学部から必修実習168名、選択実習12

名、補充実習2名を受け入れた。他大学では

玉川大学から1名、明星大学より1名、東京

未来大学1名を受け入れた。	

-聖路加大学養護参観2名の受け入れほか、

早稲田大学、日本体育大学、学習院大学、

秀明大学などの学生の授業参観、卒業研究

のデータ収集など随時受け入れた。	

な学生や、問題の発生が少なかった。

教員は学生の精神的支援については気

を配っていた。発病などに対しても、

なるべく学生に負担をかけない方向で

補強を検討した。	

3. 教育実習期間中は、不必要な退勤時間
の遅れなどが無いよう気を配った。	

4. 本校では教育実習においても学生自身
による協働での学びを重視しており、

その方向での教育ができていた。	

このことは附属教員にとって機械

的に処理できない問題であり、大

学側の教育のあり方を問わざるを

得ない。附属での学生の教育につ

いて、大学が何を求め、そのため

にどれだけの準備教育がなされて

いるのか、十分明らかでないまま

附属教員としてかなりの努力を払

うことになった。この点での大学

との関係についての議論が最後ま

で残った。	

教育実習のための指導案例集を、

時間をかけて作成し、学生の導入

に供することを今後の課題とした

。	

社会貢献

活動	

現職者研修、研究セミナーなどを積極的に

行い、知識・技能の共有に努める。	

	

具体的取組	

1. 現職教員研修会を、国語科、社会科、
理科、図画工作、健康教育などについ

て、学芸大教員を講師として招き連携

して開催した。H30.8.17-22では現職教

員430名、H31.3.27-28では300名の参加

を得た。	

2. 地方公立学校や教育委員会の参観者を
受け入れた。H30.5.14シンガポールよ

り8名、H30.6.25-27滋賀県高島市より8

名、H30.10.17千葉県安房地区より12名

、H30.11.7-8モンゴルより12名、

H31.1.21モンゴルより12名、H31.2.2イ

ラクより7名、広島県広島市より3名訪

問など。特にモンゴルからは31年度に

入ってすでに1回の追加訪問を受けるな

ど教員研修の場として機能している。	

3. メディアルーム（図書室）参観は各地

1. 一人当たりの平均現職者研修担当は
0.62であった。現職研修は夏と春の2

回実施し、参加者が勤務校で取り入れ

た、あるいは参考にした事例も相当数

集めることができた。	

2. 一人当たりの社会貢献事例は平均2.5
件であった。	

3. ほかに、授業で児童が地域社会をテー
マにして継続的に取材したり提案した

り、貢献をする取組も行われているが

、これらは学ぶことを通じて地域社会

に貢献する側面があると思われる。	

4. 2018年8月に行った現職研の参加者に
対し、2019年2月にメールアンケート

を行ったところ、モンゴルからの参加

者もふくめ34通の回答があった。この

うち、本校現職研での受講内容をもと

に、新たに始められた学校の教育上の

取り組みには11例があり、個人的工夫

は8例、校務上の取り組みは2例挙げら

れた。	

C	 現職研修には各教科部で工夫を凝

らしている。参加者に対する数ヶ

月後のメールによるアンケートで

、勤務校で研修内容を生かしてい

る事例を集めることができた。	

研究セミナーでの講師などの要請

も相当数に上る。	

今後は、webサイトでの情報提供

など常時的なアウトプットの充実

が求められるが、教員負担を増加

せずにアウトプットを向上させる

必要がある。	

現在までは世小研を軸にし

て地域との協働を行ってい

る。この制度を機械的に拡

張するというよりは、研究

開発の成果の発信とともに

、自然に区を超えた協働が

発生することが考えられる

。そのようなことを想定し

て臨みたい。	



から100名以上の来校がある。	

4. 校内研も公開とし参観を受け入れた。	
5. 公立学校の校内研究会、地域の研究会
からの講師依頼については次のような

派遣例がある。	

H30.5.18鹿児島大学、H30.6.6立川市、

H30.6.8国立学園、H30.6.20品川区、

H30.6.27立川市、H30.7.11立川市、

H30.7.25葛飾区、H30.9.19多摩市、

H30.10.17世田谷区、H31.1.23世田谷区、

H31.1.25滋賀県高島市、H31.1.25品川区

、H31.2.14神奈川県平塚市、他。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

5. 現職研、公開研究会を通じて、本校へ
の要望として、授業から公開研究会に

至る具体的な各種実践案を公開、提供

してほしいとの意見が目立った。	

	

３	 その他特記事項	

平成31年度より研究開発校指定の内定をうけた。	

４	 自己評価委員会委員，開催日	

松浦執（校長）、越後佳弘（副校長）、栗原正治（前副校長）、朝蔭恵美子（主幹）	 最終まとめ2019年4月23日開催	


