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附属天王寺小学校



１ 附属天王寺小学校の現況 

(１) 学校名 

大阪教育大学附属天王寺小学校 

(２) 所在地 

大阪市阿倍野区松崎町１－２－４５ 

(３) 学級数・収容定員 

18学級(１学年３学級) 収容定員６３０人(１学級３５人) 

(４) 幼児・児童・生徒数 

６２４人(男子３１８人・女子３０６人) 

(５) 教職員数 

校長(併任) １人，副校長 １人，主幹教諭 １人，教諭 ２３人(うち，臨時的雇用６人)，非常勤講師 ４人 

事務職員１人、臨時用務員(用務員)１人，臨時用務員(調理師)７人、教育後援会雇い事務職員１人 

カウンセラー１人、警備員２人 

 

２ 附属天王寺小学校の特徴 

本校は，大阪教育大学の附属する小学校で、教育基本法及び学校教育法に基づいて義務教育として行われる

普通教育のうち基礎的なものを行う。 

 

３ 附属天王寺小学校の役割 

（１）大阪教育大学と一体となって，教育の理論と実際に関する研究を行うこと。 

（２）本学の教育実習機関として，実習生を随時受け入れ，適切な指導を行うこと。 

（３）教育に関する理論を研究し，教育実践に役立てること。 

（４）本学が行う現職教員研修に研修の場を提供すること。 

 

４ 附属天王寺小学校の学校教育目標 

 個が生きる学校 

「自他の人格を尊重し、実践力のある子」「生命を尊重し、健康で安全につとめる子」「みんなと協力してし

ごとのできる子」「ものごとを最後までやりとおせる子」「きまりを守り、明るくくらせる子」 

 

５ 附属天王寺小学校の学校教育計画 

１ 学び合う集団の形成と確かな学力の定着 

学び合う集団の形成を目指し、各教科，道徳，特別活動等を通じて共に考える力，伝え合う力の定着を図る。 

２ 安心・安全な環境と豊かな人間関係づくりの推進 

誰もが気持ちよく学ぶことができる環境を整え、また一人一人が自分本位に陥ることなく，相手の立場に立

って考え，行動できる児童を育成する。 



６ 附属天王寺小学校の令和二年度 重点目標(評価項目)，具体的な取組内容(評価指標)・評価結果           評価の基準 

 自己評価 学校関係者評価 

 Ａ 高いレベルで達成できた Ａ とても適切である 

Ｂ 達成できた Ｂ おおむね適切である 

Ｃ 一部達成できなかった Ｃ あまり適切でない 

Ｄ ほとんど達成できなかった Ｄ 適切でない 

 Ｅ 判定できない 

※【令和元年度⇀令和二年度】5％以上向上は青，5％以上減少は赤で表記する。 

学校教育目標 個が生きる学校 

学校教育計画 
１ 学び合う集団の形成と確かな学力の定着 

  学び合う集団の形成を目指し、各教科，道徳，特別活動等を通じて考える力，伝え合う力の定着を図る。 

 

本年度の重点目標 

(評価項目) 

具体的な取組内容 

(評価指標) 

自己点検評価 学校関係者評価 学校関係者評価を 

踏まえた改善策 達成状況 改善点 評価 意見・理由 評価 

(１)学び合う集団の形成 

（学級経営） 

①学級の当番活動の内

容、方法を学年や学級の

実態に応じて工夫する。 

教員アンケート結果（回答23人） 

◎学級の当番活動の内容、方法を学年や学級の

実態に応じて工夫しましたか 

①よく工夫した    【30.4％⇀43.5％】 

②工夫した      【65.2％⇀52.2％】 

③あまり工夫しなかった【4.2％⇀4.3％】 

④工夫しなかった   【0％⇀0％】 

 今年度、職員研修の場において、学級当番の運営

方法や児童への関わり、指導について研修を行い、

課題や方法を共有する場面をもうけた。その結果、

教員の学級運営に対する問題意識は高まったと考

える。「よく工夫した」と回答した教員が30.4％か

ら43.5％に向上した。さらに，具体的な取り組み、

効果的な取り組みについて研修をすすめる必要が

ある。 

 当番活動の内容、

方法についての具

体的なアイデアや

その効果について

の職員研修の場を

設定する。 

 そのことで「あま

り工夫しなかった」

をO％にすること

をめざす。 

 

B 

今年度は，コロナ禍で，通常

より工夫を求められると思

われ，「よく工夫した」が高

率になったのは順当だと考

える。 

B 

引き続き，学びあう集団作りの

定義や具体的方策について，職

員会議で検討し共有する。 



②各授業や、特別活動に

おいて、継続的に対話活

動を取り入れる。 

 

 

 

教員アンケート結果（回答23人） 

◎各授業や特別活動において、対話活動を取り

入れましたか 

①ほとんど取り入れた  【52.2％⇀30.4％】 

②概ね取り入れた    【34.8％⇀47.8％】 

③あまり取り入れなかった【13％⇀17.4％】 

④取り入れなかった   【0％⇀1％】 

保護者アンケート結果（回答462人） 

◎授業での対話活動等を通して、子ども同士が

互いに学び合う雰囲気は感じられましたか 

①よく感じられた    【54％⇀56.2％】 

②感じられた      【33．9％⇀36.2％】 

③あまり感じられなかった【9．1％⇀6.8％】 

④感じられなかった   【3％⇀0.6％】 

教員アンケートで「対話活動をほとんど取り入れ

た」「概ね取り入れた」を合わせて78.2％と，昨年

度より，約10％減少している。これは，コロナ禍

において，対話活動が抑制されたことが窺える。 

一方，保護者アンケートで「よく感じられた」「感

じられた」を合わせて92．4％であったことから，

授業での対話活動は，効率的，効果的に実施できて

いたと評価できる。  

 

対話活動を「あま

り取り入れなかっ

た」の17.4％を減

少させるために、次

年度の研修、研究授

業においても、研究

授業の議題として

設定する。 

 

B 

「あまり取り入れなかった」

の増加の原因がコロナ対策

として対話を控えることを

優先したことがあったとす

れば，コロナ禍でも適切な対

話の促進方法について教員

間で意見交換等を行うこと

が改善になると考える。 

B 

 ICTの運用も含めて，対話活動

の可能性の検討を，教員の共通

課題として継続的に検討する。 

③児童の学級の雰囲気の

満足度を高める。 

Ｂ基準は、全国平均程

度、A基準は全国平均よ

り２０％以上とする。（※

ＱＵアンケートを活用） 

児童QUアンケート結果（回答624人） 

学級生活満足群 

１年生 65％⇀67％（全国平均42％） 

２年生 63％⇀63％（全国平均42％） 

３年生 71％⇀75％（全国平均42％） 

４年生 73％⇀81％（全国平均43％） 

５年生 47％⇀78％（全国平均43％） 

６年生 62％⇀57％（全国平均43％） 

全国平均を20％

上回ったのは、5学

年であった。（昨年

度は3学年） 

学級の雰囲気の

満足度を高めるた

めには、学級が個性

が認められ，生かさ

B 

全国平均を上回っている

が，満足ができていない理由

を確認し，改善の方策をたて

る必要がある。 
B 

 引き続き，QUアンケートの経

年変化を評価し，その対策を安

全対策委員会、生活指導部と連

携し，検討する。 



 どの学年も全国平均より数値が高かったことか

ら、本校児童の学校生活への取り組みに対する意欲

は非常に高く、雰囲気を維持、継続しようとする態

度が身についていると推測できる。  

  

 

れる場であること

が必要である。 

次年度の研修、研

究授業においても、

研究授業の議題と

して設定する。 

本年度の重点目標 

(評価項目) 

具体的な取組内容 

(評価指標) 

自己点検評価 学校関係者評価 学校関係者評価を 

踏まえた改善策 達成状況 改善点 評価 意見・理由 評価 

(２)確かな学力の定

着 

①学習課題や発問を

工夫し、多様な意見が

出るようにする。 

 

 

 

 

教員アンケート結果（回答者23人） 

◎児童から多様な意見がでるように、学習課題

や発問を工夫しましたか 

①よく工夫した    【47.8％⇀34.8％】 

②工夫した      【47.8％⇀56.5％】 

③あまり工夫しなかった【4.3％⇀8.7％】 

④工夫しなかった   【0％⇀0％】 

教員アンケートで、学習課題や発問を「よく工夫

した」「工夫した」を合わせて、91．3％であり高い

水準を維持しているが，昨年度より，4.4％減少し

ている。原因の特定は困難であるが，課題設定の工

夫は研究の基本的課題であるので，継続的に重視し

て取り組むことが必要である。 

 教員の問題意識

をさらに高めるた

めに、課題設定や発

問の工夫について、

課題を共有し、互い

に相互評価できる

ようにする。 B 

今後も教員各位が各授業

での学習課題を精査するこ

とを期待する。 

B 

 研修・研究会議を通して，教

員の共有課題として継続的に

検討する。 

②ノートやテストの

返却の際、児童へのフ

ィードバックを工夫

する。 

 

 

 

 

 

 

教員アンケート結果（回答23人） 

◎ノートやテストの返却の際、助言や指導を行

いましたか 

①よく助言や指導を行った 【26.1％⇀26.1％】 

②助言や指導を行った   【69.6％⇀60.6％】 

③あまり助言や指導を行わなかった 

【4.3％⇀13％】 

④助言や指導を行わなかった   【0％⇀0％】 

保護者アンケート結果（回答462人） 

◎ノートやテストに対する教員からの助言や指

児童へのフィー

ドバックの方法に

ついて，研修・研究

会議において検討

を行う。 

また次年度も，保

護者の方にも伝わ

るような、ノートや

テストの助言や指

導のあり方につい

B 

保護者の評価が高いのは，

従前からの教員の工夫が維

持されていることを反映し

たものと思われる。「あまり

助言や指導を行わなかった」

の割合の増加が，コロナの影

響で「行えなかった」のでは

なく，教員が「行わなかった」

のであれば，行うことが保護

者からの評価につながって

B 

 「行えないのか」「行ってい

ないか」の違いを意識し，研

修・研究会議を通して，教員の

共有課題として継続的に検討

する。 



導はわかりやすいものでしたか 

①大変わかりやすい   【36.2％⇀48.6％】 

②わかりやすい     【46％⇀39.4％】 

③あまりわかりやすいものでなかった 

【13％⇀8.1％】 

④あまり助言や指導がなされなかった 

 【4．8％⇀3.8％】 

教員アンケートで、ノートやテストに対する助言

や指導を「よく行った」「行った」を95．7％⇀86．

7％、保護者アンケートで「大変わかりやすい」「わ

かりやすい」82．2％⇀88％であった。 

昨年度95.7％と高い数値であったにも関わらず，

今年度9％減少したことが課題である。一方，保護

者からの評価が6.8％向上しており，教員による丁

寧な説明が行われていたことが伺われる。 

ての教員研修の場

を設定する。 

いることを説明して，改善す

る必要がある。 

 

③児童の学習意欲を

高める。 

Ｂ基準は、全国平均程

度、A基準は全国平均よ

り１点以上とする。（※Ｑ

Ｕアンケートを活用） 

 

児童QUアンケート結果（回答624人） 

学習意欲 ※満点１２点 

１年生 11.1点⇀11.1点（全国平均10.0点） 

２年生 10.8点⇀10.7点（全国平均10.0点） 

３年生 10.8点⇀10.9点（全国平均10.0点） 

４年生 10.5点⇀10.6点（全国平均9.6点） 

５年生 9.9点⇀10.1点（全国平均9.6点） 

６年生 9.9点⇀9.7点（全国平均9.6点） 

全国平均より、１年生は１．１点、２年生は、０．

７点、３年生は０．９点、４年生は１．０点、５年

生は０．５点、６年生は０．１点高かった。 

学習意欲は学級生活満足度と相関関係にある。学

級成果湯満足度の高さが学習意欲に影響を及ぼし

ていると推測できる。一方で、学年が上がるにつれ

て、学習意欲が下がる傾向にあり、その対策の必要

性が課題として明確になった。 

 学年が上がるご

とに学習意欲が低

下する原因を探り、

具体的な取り組み

を検討し、教員全体

で共有化する。 

B 

 全国的な傾向でもあるが，

学年があがるにつれて，学習

意欲が下がる原因の究明が

必要。 

B 

学習意欲と学級生活満足の

相関について，児童の具体的な

姿をふまえ，検討する。 

 



学校教育目

標 

個が生きる学校 

学校教育計

画 

２ 安心・安全な環境と豊かな人間関係づくりの推進 

  誰もが気持ちよく学ぶことができる環境を整え、また一人一人が自分本位に陥ることなく，相手の立場に立って考え，行動できる児童を育成する。 

 

本年度の重点目標 

(評価項目) 

具体的な取組内容 

(評価指標) 

自己点検評価 学校関係者評価 学校関係者評価を 

踏まえた改善策 達成状況 改善点 評価 意見・理由 評価 

(１)安心・安全な環境 

※校内整備、環境整備を

行い、教員が働きやすい、

児童が学びやすい環境を

整える。 

①児童が学びやすいよう

に、教室や特別教室の環

境を継続的に整える。 

 

 

教員アンケート結果（回答者２４名） 

◎教室や特別教室を児童が学びやすく整えるこ

とができましたか 

①よくできた     【39.1％⇀52.2％】 

②できた       【60.9％⇀47.8％】 

③あまりできなかった 【0％⇀0％】 

④できなかった    【0％⇀0％】 

保護者アンケート結果（回答462人） 

◎お子様の教室や特別教室は、児童が学びやす

く整えられていると感じられましたか 

①よく感じられた    【56％⇀61.8％】 

②感じられた      【35.8％⇀33.5％】 

③あまり感じられなかった【6.6％⇀3.6％】 

④感じられなかった   【1.6％⇀1.1％】 

教員アンケートで、環境改善について「よくでき

た」「できた」をあわせて１００％、保護者アンケ

ートで「よく感じられた」「感じられた」を合わせ

て９１．８％であった。 

昨年度より、学校教育改善に向けて、職員作業を

継続的に行っており、教員の環境改善に対する問題

意識はかなり高いと評価できる。 

保護者にも９０％をこえる評価を得られており、

その効果も伝わっていると評価できる。 

 児童の学習環境

の改善には何が必

要で、何が効果的

か、教員全体で検討

し、その具体的な取

り組みを、学校集会

やCCTで強調して

伝えるようにする。 

B 

今後も教員各位が学習環

境の改善に努力することを

期待する。 

B 

学びやすい環境は，多義的な

概念であることをふまえ，次年

度も，継続的に検討し，実践し

ていく。 



②清掃指導に努め、校内

を美しく保つことができ

る。 

 

 

 

 

教員アンケート結果（回答者２４名） 

◎清掃指導に努め、校内を美しく保つことがで

きましたか 

①よくできた     【39.1％⇀52.2％】 

②できた       【52.2％⇀43.5％】 

③あまりできなかった 【8.7％⇀4.3％】 

④できなかった    【0％⇀0％】 

保護者アンケート結果（回答462人） 

◎保護者の皆様が学校に来られたときの印象を

お選びください 

①掃除がゆきとどいている 【27.6％⇀56.3％】 

②概ね掃除がゆきとどいている【52.8％⇀40.3％】 

③あまり掃除がゆきとどいていない 

【16.4％⇀3.6％】 

④掃除がゆきとどいていない【3.2％⇀1.1％】 

教員アンケートで、清掃指導について「よくでき

た」「できた」をあわせて91.3％⇀95.7％、保護者

アンケートで「ゆきとどいている」「概ねゆきとど

いている」を合わせて80.4％⇀96.6％であった。 

今年度は，感染症対策のため，多くの保護者ボラ

ンティアのご協力があり，一年を通して清潔さを維

持できたのが理由であると考える。 

 

 今年度，コロナ禍

によって，教員も保

護者も思いを一つ 

にして取り組むこ

とができたのは大

きな成果であると

考える。 

課題は次年度も，継

続できるかどうか

ということである。 

 

B 

 児童の学校の美化に取り

組む必要性が認識されてい

るのか，保護者のボランティ

ア頼みになっているのでは

ないか，その検証は必要であ

る。 

B 

 学校美化は，児童にとって教

育的意義が高い目標なので，コ

ロナ禍の状況をふまえ，適切に

実施していく。 

また保護者の清掃ボランテ

ィアは，決して依存しているわ

けではない。保護者に学校に具

体的に関わってもらう方策の

一つであること，かつ児童だけ

では不足している箇所を補助

してもらっていることを，教員

間で再確認する。 

（２）豊かな人間関係づ

くり 

①休憩時間や放課後、児

童と共に時間をすごすこ

とを通して、児童の友達

関係を観察し、関係を良

好にする努力をする。 

児童QUアンケート結果（回答624人） 

ソーシャルスキル（４年生以上） 

◎配慮 

４年生 30.4点⇀30.7点（全国平均27.8点） 

５年生 29.0点⇀30.3点（全国平均27.8点） 

６年生 29.7点⇀29.1点（全国平均27.8点） 

 ◎かかわり 

４年生 28.4点⇀28.3点（全国平均24.3点） 

授業時間以外の

児童の様子や児童

同士の関係につい

て、継続的して共有

する場を設定する。 B 

目標である「豊かな人間関係

づくり」と「休憩時間や放課

後，児童とともに時間を過ご

す」の相関関係が見えない。 

いじめや仲間外れ等は教員

が不在の工夫間で発生しや

すい。人間関係に悩む児童が

教員に相談しやすい環境作

りに指標を置くことができ

B 

休憩時間や放課後に児童を過

ごすことは，児童の様々なシグ

ナルを察知することと，インフ

ォーマルな場として，児童の相

談を受けやすくする工夫であ

る。 

それらはあくまでも前提条件

ではあるので，さらに踏み込ん

だ方策を検討する必要がある。



５年生 26.1点⇀27.3点（全国平均24.3点） 

６年生 27.5点⇀26.6点（全国平均24.3点） 

今年度も、休憩時間に教員が意図的に運動場に出

たり、教室で過ごしたりする姿が見られた。教員の

中で、授業時間以外でも児童の安全面や児童同士の

関係性について意識することの重要性は共通確認

できていた。児童のソーシャルスキルの観点として

「配慮」「かかわり」があるが、その両観点とも、

全国平均を上回っていた。 

 

るのではないか。 職員会議などの議題としてあ

げ，検討をする。 

②児童の友達関係の満足

度を高める。 

Ｂ基準は、全国平均程

度、A基準は全国平均よ

り１点以上とする。（※Ｑ

Ｕアンケートを活用） 

 

児童QUアンケート結果（回答624人） 

友達関係 ※満点１２点 

１年生 10.7点⇀11.0点（全国平均9.9点） 

２年生 10.8点⇀10.4点（全国平均9.9点） 

３年生 10.8点⇀11.0点（全国平均9.9点） 

４年生 11.1点⇀11.1点（全国平均10.1点） 

５年生 10.2点⇀10.9点（全国平均10.1点） 

６年生 10.8点⇀10.5点（全国平均10.1点） 

友達関係について、全学年、全国平均を超えてい

ることは高く評価できると考える。ソーシャルスキ

ルの「配慮」「かかわり」を意識的に高め、より友

達関係を良好にできるように努力することが重要

であると考える。 

 今年度と同様、児

童の友達関係を良

好に保つことの重

要性を、教員で共通

確認し、問題の発

見、即時対応に努め

るようにする。 B 

今後も教員各位が児童の

友達関係の改善に努力する

ことを期待する。 

B 

 児童の関係を深めることの

大切さをCCTなどを通して伝

え，保護者と教員でねらいを共

有する。 

 


