
平成２７年度　校区外部評価

学校評価表（最終まとめ）

学校名 品川区立第四日野小学校



校区外部評価委員から

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント 教職員の意見 校長の態度表明

①

学力定着度調査等における「読解」に関わ
る問題について、習熟基準を達成する児童
を80％以上にする。（読解力を付けるために
行った取組について）

B

・筆者の考えや、主人公の気持ちなどを考える際、自分の考え
の根拠を叙述に即して説明させた。
・「こそあど」言葉に着目させ、指示語が指し示している内容を
捉えさせた。
・毎日の音読の宿題や、読書活動の推進、クイズを出し合う活
動を行った。
・テストの際には、問題文をまずしっかりと読んでから、文章の
読み取りをさせるようにした。

さまざまな活動を取り入れ目標を達成することができ評価され
る。今後も、見出された課題の解決に向けて取り組んでいって
ほしい。特に、読解力の育成は国語を中心にしながら、全教科
をあげての取組がもとめられるものでもあることから、その点
での取り組みを期待したい。

・問題や児童によって差が見られた。今
後は90％を目指したい。
・学年や学級の平均点が標準点に到達
していても、理解の遅い児童への対応
は地道に続けていきたい。

・読解力、言語能力向上に着目して、指
導方法を改善し、学力の二極化を解消
していく。

②

連携三校で実施する計算検定の達成率を
85％以上にする。（計算力を付けるために
行った取組について）

B

・時間計測をし、成長を自己評価させながら計算練習（１００ま
す、５０ます四則計算）を繰り返し行った。
・タブレットのドリル教材を活用して反復練習を行った。
・カルタやフラッシュカードを活用しゲーム要素を取り入れて学
習した。（特に九九の暗記において）

はげみ学習や繰り返し指導の徹底等により、確実に成果が出
てきており評価される。その一方で学力に関する二極化の傾
向も見出されることから、今後の課題として習熟の程度に応じ
た個別化への取組を期待したい。

・学力二極化の問題、個に応じた指導
の必要性は感じている。対応していき
たい。

・今後、個別の家庭学習課題や放課後
補習などの充実を検討していきたい。

③

授業態度について、保護者対象アンケート
を実施。肯定的な回答を80％以上にする。
（「返事・あいさつ・よい姿勢」を身に付ける
ために行った取り組みについての評価）

Ａ

・保護者アンケートにおける肯定的な回答は約８５％だった。
・始業前後に姿勢を正せるようになってきている。継続が必
要。
・朝の出席を取る返事では、音で反応する機械を使うことで、
声を出そうと意識する児童が増えた。
・あいさつでは、まず教師が元気にあいさつをするように心が
けている。
・返事に関しては、「何のために返事をしっかりするのか」を児
童に伝え、目的意識を持たせて行った。
・授業規律を徹底することで、子どもたちは教師の話をよく聞
き、聞き逃すまいとしている。

各学年とも姿勢良く積極的な授業態度が見受けられ、指導の
成果が現れていると評価される。今後も授業規律の確保に向
けて取り組んでいってほしい。

・「良い姿勢」については指導の効果が
表れてきていると感じる。
・「しっかり話をしている」や「大きな声で
挨拶している」の項目については課題
が見られる。

・「しっかり話をしている」や「大きな声で
挨拶している」の項目についても定着を
図っていきたい。

④

学習意欲について、児童対象アンケートを
実施。肯定的な回答を80％以上にする。
（学習意欲を高めるために行った取り組み
についての評価）

B

・児童がたくさん発表できるように、発表の方法を工夫したり、
導入の仕方を工夫した。
・できるだけタブレットを使う機会を増やした。
・頑張りメーターや、ランキングなどを用いて、他者と比較でき
るようにしている。
・授業意欲について、８０％の保護者から肯定的な回答をし
た。
・授業によってばらつきがある。好きな教科を増やしていきた
い。

さまざまな工夫を取り入れた結果、学習意欲も着実に向上して
きており評価される。今後は、さらに学習意欲を構成する「わ
かる」「できる」「やってみよう」の3段階に着目し、わかる授業
の確実な取組とともに、学んだものを活用し、自分もやればで
きるという実感（効力感）を獲得させながら、やってみようという
意欲につなげる取組を期待したい。

・学習意欲を構成する３段階に着目し、
教材研究、授業改善をより一層行って
いく。

・指導方法について全教職員で学び合
い、高め合っていく。

２．社会性・人間性の育成

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

「返事・あいさつ・よい姿勢」を重点目標と
し、年間を通じて指導する。年３回の強化月
間には「がんばりカード（評価表）」を基に家
庭と協力して指導・評価を行い、定着を図
る。

B

・カードを活用した期間は、子どもたちも意識付けが出来た。
・返事や挨拶については、認めたり、褒めたりすることで定着し
てきている。他の子どもたちもそれを見てがんばろうとしてい
る。
・授業の開始、終了時には、よい姿勢を特に意識させるように
声かけをしている。よい姿勢の児童を褒め、できていない児童
に気付かせるようにしている。
・返事については、声が小さかったり、返事前に発言をしてし
まったりする児童がいる為、今後も指導を続けていく。
・長時間よい姿勢を持続させることが難しい。その場ですぐに
声をかけるなど指導を継続していく。

・カードを活用した取組等によって以前よりも進んであいさつを
する児童が増えてきたといえる。返事、挨拶、良い姿勢は、日
常的な継続的指導によって確実に身につくものでもあるので、
今後も継続して取り組んでいってほしい。
・地域、保護者の方への挨拶が課題。

・あいさつについては、外部の方に対し
ても、進んで自分から進んでできるよう
に継続して指導していく。
・姿勢については全校一斉「姿勢タイ
ム」を校内放送による指示も取り入れ、
確実に取り組んでいく。

・まずは各学級担任による市民科の指
導で意識付け、全教職員による日常的
な声かけで価値付けを行い、行動の変
容へとつなげていく。
・「自らすすんで挨拶」ができるように、
まずは校内で顔を合わせた時、児童か
ら先に挨拶できるように見守り、指導し
ていく。

②

自分や学級の課題を自ら考え、自分たちで
解決しようとする態度を身に付けさせるため
に、市民科授業の工夫・改善を図る。

B

・トラブルがあったときには、自分達で話し合わせるようにし
た。冷静に丁寧な言葉遣いで話し合いをさせることにより、落
ち着いて問題を解決できていることが多い。
・担任の失敗談を聞き、その時どうすれば良かったか？と児童
によりよい解決策を考えさせた。
・学級会など、児童に話し合わせる機会を多く設けている。

課題解決力を身に付けさせていくことは一朝一夕では難しいこ
とではあるが、小さなトラブルや出来事を好機ととらえて対応
できるような取組を期待したい。

・生じた問題に応じた適切な対処が出
来るように機を捉えて具体的な指導を
していきたい。そして、自力解決できる
ようになったときには小さな事でも認
め、ほめていく。
・他者の意見も認めた上で、自らの考え
を自らの口で伝えることができるように
育てていく。

・市民科学習による予防的指導。日常
生活における実践的指導を両輪として
問題解決能力の向上を図っていきた
い。

③

異学年交流やたてわり班活動、異校種や異
年齢の方々との交流を充実させ、認め合う
（認められる）経験を多く積ませる。

B

・代表委員会の児童による異学年交流遊びなども計画されて
いた。
・行事ごとに感想の交流などをおこなっている。
・６年生が中心が中心となって活動を行った。
・５年生がどう動いていいのかわからず、何もできない様子が
見られた。６年生の姿を見て動けるように声かけをしていく必
要がある。

異学年交流や縦割り班活動などで6年生が手本となり、その6
年生を目指そうとする5年生以下の意識が高まるなど一定の
成果が現れていると評価される。今後も活動を工夫しながら交
流活動を通した関係性の構築に向けて取り組んでいってほし
い。

・５年生は６年生のサポート、低中学年
は高学年に感謝するよう声かけをした。
これまで積み上げてきた繋がりを大切
にしながら指導を続けていきたい。

・今後も意図的、計画的な異年齢集団
による学びを通して、児童の社会性を
育む。

④

年間を通じた休み時間の外遊びの徹底、手
厚い水泳指導、養護教諭を中心とした計画
的な健康教育や食育の展開などにより、健
康な子を育成する。

B

・全体的には、外でよく遊んでいました。
・学級によっては遊び係が中心となって外遊びを考え、全員が
参加をしている。
・水泳指導にかける回数も十分確保している。
・課題が遅れている子の指導を休み時間に行うことがあった。
外遊びを推奨する場合、その指導をいつやればいいのか考え
ていかなくてはならない。

年間を通した活動により、当初計画は確実に遂行されている
と評価される。子どもたちの健康、体力増進の観点から、今後
も活動のあり方等を工夫していってほしい。

・運動を愛好する気持ちを育てること
で、心から体を動かしたいと思い、外で
遊ぼうとする子、めあてをもって体育学
習に取り組む子を育てていきたい。

・東京オリンピック・パラリンピック開催
に向け、運動を愛する心を育む指導の
より一層の充実を図っていきたい。
・休み時間については教室内での遊び
が好きな子どもの気持ちや遊び文化を
大切にすることも忘れずに指導してい
きたい。

本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、
重点的な実践内容など）

◇『四日野っ子のちかい』をもとに、全校で一致した生活指導を推進し、社会での基本的なマナーやルールを守る態度を育てる。
◇学級集団での関わり、学年・学校を越えた他者との関わりを充実させ、自尊感情を高めるとともに、他者を尊重する態度を身に付けさせる。
◇年間を通した健康教育、体力増進の取り組みを推進する。

評価指標（成果指標）

自己評価 学校から

評価指標（成果指標）

自己評価 学校から

１.基礎学力の定着
本校の基本的な考え方
（特に身に付けさせたい力、
重点的な実践内容など）

◇基礎・基本を確実に定着る。特に、読解力の向上を目指す。
◇表現の場を充実させ、思考・判断・表現力を向上させる。
◇学習習慣を確実に定着させる。
◇授業改善に努め、児童の学習意欲を向上させる。（ICT活用推進、英語授業実践を含む）



３．小中一貫教育の推進

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

５，６年生では国語・体育・市民科以外はす
べて教科担当とする。また、中学校教員に
よる授業も実施し、中学校での学習スタイ
ルへの円滑な接続を目指す。 C

・大きな行事の前などに特別時間割を組む際、講師が担当す
る教科の時間は変更が難しく、結果として担任が指導する教
科の指導が一時的に遅れてしまった。

小中一貫教育の推進に向け、教科担任制を導入した点は評
価される。今後は、その実施による成果分析を進めるととも
に、実施に向けての条件整備を検討していってほしい。

・現状の課題の解決法を探り、教科担
任制を実情に対応させることで定着さ
せていきたい。

・教科担任制を児童に経験させること
は、中学校進学に向けて有益である。
今後は小学校の実情に合わせて改善
していきたい。

②

「小中一貫の日」および「四校連携研究会」
で、年間６回、小中相互の授業参観や情報
交換を行い、各教科指導や生活指導におけ
る共通指導事項の確認や実践を図る。 B

・「四校連携研究会」では、児童・生徒の実態についての情報
交換を通して、小学校で身に付けておくべきことや互いの学習
内容等を知り、小学校・中学校での系統的な指導を意識する
機会となっている。

連携校等との授業参観や情報交換を計画的に実施しており評
価される。今後は、そこでの情報や意見等を具体的な授業改
善や生徒指導等に生かす工夫に取り組んでいってほしい。

・今後も情報交換を密にし、指導に役立
てていきたい。
・会の内容等については見直しを図っ
ていきたい。

・さらなる充実、発展のために、会の目
的、効果を考え、改善を図っていきた
い。

③

「腰骨を立てる」をキーワードに、着座時の
姿勢を正しくすることを目指す。

B

・授業のはじめと終わりのあいさつの時は決まったセリフととも
に姿勢を正している。
・「腰を立てる」ことを意識してよい姿勢になる児童が増えた。
・授業中も「姿勢」と声掛けすると、どのような姿勢をしたらよい
かが身に付きつつある。
・足裏ぴたや、腰たてるキーワードは、授業中に姿勢が乱れた
時にも使うと効果があった。
・身長にあった机、椅子を使用させることを徹底したことも改善
の要因だと思う。

授業に臨む子供たちの姿勢は以前よりも大きく改善されてき
ており、真剣に授業に取り組もうとする姿勢は評価される。今
後も意識して取り組んでいってほしい。

・今後も継続して指導していきたい。 ・全教職員の目で見守り、よい姿勢の
児童を褒め、全員が意識できるように
する。

４．保護者・地域との連携

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

地域で（に）学ぶ授業を実施し、児童が主体
の地域との連携をさらに充実させる。

B

・２年生の町探検や、３年生の職場体験など充実していたと思
う。
・９０周年の関連で授業の中で地域を紹介するスライドショーを
作成した。自分達で調べることで、更に学んだことがあったよう
だ。
・学芸会で、地域を巻き込んで劇を作った。周年に向けて、地
域発見の単元を国語でもうけた。
・９０周年があったので、何かと地域のことに触れることが多
かった。
・９０周年などもあり、地域との連携がしっかりできていた。
・町探検や、いも料理活動など主に生活科で保護者や地域の
方々と連携することができた。

90周年ということもあり、地域との連携をさらに深める取組が
学年活動や各種学校行事で取り組まれており評価される。今
後も、地域との連携に向けて継続して取り組んでいってほし
い。

・これまでの取組を継続していくために
は関係者との連絡、調整等が重要にな
る。そのため、次学年担当者との引継
等を確実に行っていきたい。

・今後も深化、発展させていきたい。

②

学校だよりや学級だよりの積極的な発行、
ホームページの工夫・改善を図り、情報発
信を促進する。

B

・ここ数年、学級通信を出す教員が増えてきている。
・学級だよりに工夫がみられ、今行っている学習の様子などを
かいまみることができていた。
・配布の際には児童に説明しながら配布をした。
・保護者や地域の方に学校、児童の様子を分かりやすく伝え
ることを意識して、ホームページで情報を発信している。

さまざまな情報媒体を活用して情報発信がなされており評価さ
れる。ホームページにも工夫がみられるが、やや更新頻度が
遅れることも見受けられるので、工夫をお願いしたい。

・ホームページの更新が遅れてしまうこ
とがあるため、行事等について、実施
後速やかに更新する。

・ホームページ更新のワークフローを見
直し、円滑な更新ができる仕組みを作
る。

③

年度始めに家庭訪問を実施する。年５回の
保護者会を中心として、相互理解を促進す
る。

B

・保護者と話す機会があることで、家庭での様子がよく分かっ
た。
・家庭訪問を年度初めに行うことで、子どもや家庭についての
理解を深めることができた。

家庭訪問、保護者会が計画的に実施され、学校と家庭との相
互理解に役立っていると評価される。今後も実施時期や実施
回数等を検討しながら取り組んでいってほしい。

・家庭訪問は自宅確認のためにも継続
したい。
・保護者会の時期と回数の見直しをは
かりたい。

・保護者との協力体制を築く上で、効果
的な時期、回数、内容を考え、改善す
る。

④

学期ごとの大きな行事、モーニングコンサー
トや音楽集会の公開、学区域の親子への図
書館開放など、学校を訪れてもらう機会を多
く設ける。

B

モーニングコンサートの日には、地域の方や保育園の園児等
がたくさん聴きに来てくださり、子どもたちも励みになったよう
だ。
・多く設定していたと思う。特にモーニングコンサートは保育園
さんが毎回参加してくれている。

学校を訪れる機会をさまざまに工夫しながら実施して、地域や
保護者等から高い評価を得ており、今後も継続して取り組んで
いってほしい。

・今後も継続して取り組んでいきたい。 ・公開行事は学校の教育活動につい
て、地域、保護者の方にご理解いただく
機会。今後も充実を図っていきたい。

５．環境整備・美化

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

休み時間の看護当番活動や毎月の安全点
検を確実に実施し、組織的に安全の確保を
図る。

B

・休み時間の看護当番活動や、毎月の安全点検を確実に実施
している。
・施設の不備や児童の安全について見過ごすことのないよう
責任をもって取り組んでいる。

当初計画が確実に実施されており評価される。子供たちの安
全確保はもっとも重要なことでもあるので、今後も計画的な安
全点検と日々の目配り等、継続して取り組んでいってほしい。

・長期休業中に校内安全点検、教具・
備品の整理を行った。担当責任者を中
心に協働し整頓と美化に努めた。

・児童の安全を第一に考え、常に万一
を考えて対策を講じていく。

②

児童の学びの成果が表れ、相互評価の場
ともなる掲示を工夫する。また、季節や時節
に応じた掲示も充実させる。

B

・四日野美術館をはじめ、季節に応じた掲示を工夫した。
・子どもの作品や他学年からのメッセージを掲示するなどし
た。
・普通の行事作文ではなく、行事への取り組みの始まり・取り
組み最中・行事後と三つの章に分けて作文を書いた。最後に
は5・７・５・７・７に短歌でまとめた。

掲示物や展示物が適切になされており、評価される。今後も、
展示方法や配置などを工夫しながら取り組んでいってほしい。

・作品が完成したらすぐに掲示するなど
し、より多くの児童の作品が目に触れら
れるようにする。また、掲示した後に、
作品の破損や画鋲の取れなどがない
か点検をする。

・児童にとって互いの作品を鑑賞するこ
とで得るものは大きい。今後も充実させ
ていきたい。

③

屋上ガーデンやはらっぱを持続的に整え、
児童の学習での活用を促進する。

C

・季節の野菜と仲よくなろうで活用した。
・屋上につれていく機会があまりなかった。
・ガーデンマスターの方が綺麗にしてくださっているが、児童は
わくわく班の時くらいしか利用できていない。

授業や活動等との関係で必ずしも十分に活用されていないよ
うであるが、教室内ではできない体験の場でもあるので、今後
の活用方法に関して検討していってほしい。

・今後、授業等で活用していきたい。 ・指導内容との関連を見直し、学習で活
用する機会を増やしていきたい。

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇児童が安全に過ごせるよう、常に「安全確保」の高い意識を持って、点検・改善を行う。
◇児童の豊かな学びに資する、校内美化・校内整備・掲示物の充実に努める。

評価指標（成果指標）

自己評価 学校から

評価指標（成果指標）

自己評価

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇学校を開き、教育活動の「見える化」を促進することで、保護者・地域からの信頼を得られるようにする。さらに、教育活動や児童の姿を以て、選択される学校を目指す。
◇行事や面談など様々な場面で、職員が自らを開き、保護者や地域との相互理解を密にできるようにしていく。

評価指標（成果指標）

自己評価

学校から

学校から

本校の基本的な考え方
（重点的な取組内容など）

◇児童一人一人に十分な学力と社会性・人間性を育成し、７年生に進級させる学校となる。　特に、１０歳の区切りを意識し、意図的・計画的な指導を展開する。
◇連携グループでの研究・研修を通し、教員同士の連携を充実させ、共通の指導を行う。



６．いじめ防止の取り組み

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

学年ブロック会や週２回のSCを交えての職
員打ち合わせなど、情報共有を常時密に
し、早期発見・早期対応を行う。

B

・気になる児童の様子や行動が見られた場合には、すぐに担
任の先生やSCに相談し情報共有をするようにしている。

計画通りに実施されており、評価される。いじめ対策の基本
は、早期発見・早期対応であることから、今後も情報共有を
しっかりと取り組んでいってほしい。

・特に学年ブロックでは、よく話し合いを
して情報交換を行ってきた。

・今後も情報交換を密に行い、早期対
応に努めたい。

②

生活アンケート、担任による子供面談、SC
による全員面談など、児童が気持ちを伝え
られる場をできる限り確保し、早期発見に努
める。

B

・担任と子どもたちの関係は良好で、授業中の保健室来室な
どがなかった。学校全体が落ち着いていた。
・SCの配置により、児童が相談できる場所があることが、心の
支えになっている。
・児童が気持ちを伝えられる場を確保し、早期発見に努めた。

様々な取組によりいじめの早期発見に向けた体制を構築して
おり評価される。特に、担任との良好な関係ができあがってい
ることは子供たちの安心感を醸成していくうえでも重要な点で
あるので、今後も継続して取り組んでいってほしい。

・これまで実施してきたアンケートや面
談などを今後も継続して繰り返し行い、
早期発見に努めたい。

・早期発見、問題への対応等全てにお
いて多くの目で見守り、チームで対応し
ていくことを心がけたい。

③

市民科授業を中心として、「いじめ根絶宣
言」の達成に向けた指導を計画的に展開す
る。

B

・各学級で指導されていた。特に行事後の異学年のほめあい
はとてもいい。子どもたちは明るく、陰湿さがない。
・担任の経験や新聞の記事等を例に指導した。
・市民科のセカンドステップの授業を活用した。

具体的な事例などを通して「いじめ」のもつ問題を理解させると
ともに、いじめの起きない学級づくりに向けて今後も取り組ん
でいってほしい。

・授業のみならず、常に呼びかけること
が必要。

・常に人権意識を啓発しながら指導して
いく。

④

児童に正対し、まずは教師がそれぞれの児
童のすべてを受容する姿勢を示す。

B

・受容する姿勢を示し、日々取り組んだ。
・笑顔を忘れず、正対した。
・不適切な行動をとった児童に対しては、強く叱ったり怒鳴った
りするのではなく、まずは行動の理由について話を聞くように
努めている。

学校あげての取組によって、子どもたちと担任との信頼関係
が構築できていると評価できる。今後も日ごろの関係性を重視
しながら取り組んでいってほしい。

・授業以外での関わりも大事にし、日頃
から信頼関係を築くことを意識してい
く。

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰとも相談しながら、児童
一人一人に合った指導方法を考え対応
していく。

７．特色ある教育活動

校区外部評価委員による評価

評価 評価についてのコメント 自己評価についてのコメント
校区外部評価についての教職員の意

見
校長の態度表明

①

保育園との連携に際しては、保育士と本校
教諭の事前・事後の打ち合わせを密にし、
園児にとっても本校児童にとっても価値の
ある活動を計画・実施していく。

B

・保幼小連携担当として、保育園と頻繁に連絡を取り、交流活
動を実施した。
・保育園とは連携ができていて、園児にとってはよい体験に
なっている。

年間を通して保育園との交流が実施され評価される。今後も
交流活動の内容や進め方等を相互で検討しあいながら進めて
いってほしい。

・年間を通して、１～４年までの学年が１
回ずつ交流してきた。

・複数回の活動をとおした学びの高まり
が得られるよう交流学年を絞るなどの
改善を図っていきたい。

②

保護者・地域による学校におけるボランティ
ア活動を一層推進する。今年度はボラン
ティア導入のねらいや意義を改めて明確に
し、互恵性のある活動を目指す。

B

・学習ボランティアの保護者の方々は非常に熱心に取り組ん
でいただいた。

保護者・地域のボランティアが学校に積極的にかかわる体制
ができており評価される。今後も、様々な機会を活用しながら
呼びかけを行うとともに、活動の場の計画的な利用方法等に
ついて検討していってほしい。

・学習内容によってはボランティアの方
が、手持無沙汰なこともあった。

・計画的に有効活用していきたい。

評価指標（成果指標）

自己評価

本校の基本的な考え方 ◇ICT機器を効果的に活用し、児童の学習意欲を高め、児童がよりよく考える授業を展開する。
◇近隣の保育園との連携・交流を一層推進し、児童の学びの連続性を担保し、滑らかな接続が図れるようにする。
◇学校ボランティアをさらに活用し、地域とともにある学校作りに努める。
◇「みんながつながる　バトンをつなげる　四日野９０周年」を合言葉に、９０周年を児童の学びの機会として教育活動に位置付け、学習を充実させる。また、地域からの信頼を一層獲得できるようにする。

評価指標（成果指標）

自己評価

学校から

学校から

本校の基本的な考え方 ◇「いじめは起こる」という前提に立ち、未然防止および発生時の迅速な対応に、全力を尽くす。
◇すべての児童が、いじめを自分のこととして受け止め、自分たちで防止・解決しようとする力を育成する。
◇互いを認め尊重し合う学校・学級の風土を作る。


