平成２８年度

自己評価書(学年末用）

豊かな心 たくましい力のある子
～考える子 仲よくする子 やりぬく子～

学校の
教育目標
経営の
重点

自信と笑顔があふれる学校
評価基準

＜特色ある学校＞幼保・小・中の一貫性
【学校経営】
全教職員が 1 のある指導を充実させ、各学校の児童生
協力して活 ◎ 徒や地域の特色を生かした創意ある教育
課程を編成・実施する。
力ある学校
＜開かれた学校＞学校の教育方針や指導
改善に向けての方針を受けた教育活動を
積極的に公開し、学校評価や児童生徒の
2 実態等を学校経営に生かし、開かれた学
校づくりを推進する。

＜危機管理＞児童生徒の命を守りきるこ
とを最優先に考え、全教職員が危機意識
をもって一人一人の安全・安心の確保に
努め、学校内外の環境を見直すととも
に、家庭･地域社会･関係機関等との連携
強化を図り、適切かつ確実な危機管理体
3
制を確立する。

評価

Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ａ

＜スリム化＞校務分掌や運営組織等を見
直すなどして業務のスリム化を図り、児
童生徒に関わる時間を増やすとともに、
教職員自身が心身共に健康で、やりがい
をもって教育活動に取り組めるよう、学
校経営の充実を図る。

Ｃ
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＜校内研修＞校内の主題研究を組織的・
【研修】
計画的に推進するとともに、教職員とし
自己の課題
を明確にし， 5 ての専門性や確かな指導力を高める研修
主体的に研 ◎ を主体的に行う。
修を進め，
確かな指導
＜個人研修＞経験年数や職務に応じて、
力を身に付
一人一人が個人研修課題を明確にし、具
ける
体的な目標と方策をもち、教職員として
6 の資質や能力を高める研修に主体的に取
り組む。

＜情報研修＞分かる授業のためのＩＣＴ
の効果的な活用法及び情報モラル等、情
報活用能力の向上に関わる実践的かつ効
果的な研修を行う。
7

＜基礎基本の定着＞指導目標と評価規準
【教科指導】
を明確にした指導計画のもと、基礎的・
基礎的・基
８ 基本的な知識・技能の確実な習得とそれ
本的な知識・ ◎
らを活用し、思考力・判断力・表現力を
技能の習得
育てる授業を実施する。
を図るととも
＜個に応じた指導＞指導内容の系統性、
に，思考力・
発展性や児童生徒の発達の段階を踏ま
判断力・表
え、一人一人の学力や学習状況に応じた
現力及び自
多様な指導方法や体制、評価を工夫改善
ら学ぶ意欲
してきめ細かな指導をし、確かな学力の
や態度を育
9 定着を図り、その状況や実態を見届け
て，学力向
る。
上を推進す
る

＜学習集団づくり＞児童生徒の発達の段
階に応じた各教科の学び方を身に付け、
学び合う学習集団へと質を高めるととも
10 に、学習習慣を確立する指導を充実す
る。
＜全教育活動を通した道徳教育＞道徳教
【道徳教育】
育推進教師を中心として、道徳指導別葉
自己を見つ
める力と他 11 を活用し、全教育活動を通して道徳教育
を充実させる全体計画や指導計画を工夫
を思いやる
改善する。
心を育てる

Ｂ
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◎

３学期の成果

来年度への課題と改善策

・交流をもち、実態をつかむことができた。
・運動会、命を守る訓練など、新しい交流ができた。

・小学校体験入学
→引き続き交流の場を持つ。

・全校研究会を通して、１学期より福束小学校の研究につい
ての理解を深めることが少しできた。
・充実した校内研究が行われた。
・全校研究会のグループ討議が充実している。国語の授業に
ついて深い内容の話し合いができている。

・皆忙しいが研究内容①～③の内容について、自分の実践した授
業について学期毎に振り返りをし、学期毎に全職員で報告会をす
れば多少でも研究が深まり、自分の課題も見えてくる。
・若手支援訪問の授業でも、国語の授業を発表したい。

Ｂ

Ｂ

・日ごろより，授業でＩＣＴを活用した授業を行っている。 ・アンケート以外でも実態把握・情報収集に心がける。
特別支援では教師と児童が1対1で授業を進める中で効果的
にＰＣを活用できた。情報モラルの研修は児童の興味・関心
を引きつけた。
・夏休みに大藪小学校に算数のＩＣＴ活用の研修会に参加
し、校内で広めることができた。また、自分自身もスキルを
上げ、様々な場面で活用した。
・情報主任により、充実した情報モラル指導が行われた。授
業の度にデジタル教科書を活用することができた。

Ｂ Ｂ

・字を丁寧に書かないと心が伝わ
らない。下手であってもよいから
丁寧な字を書くように指導をす
る。
・鉛筆の持ち方を直す必要があ
・学習の実態把握が１学期よりも深まり、効率よく机間指導 ・特に配慮が必要な児童に対する指導をより丁寧に計画的に行っ る。姿勢の悪い児童への指導が必
要である。
ができるようになった。
ていく必要がある。
・国語は教科の中心である。さら
・配慮が必要な児童に対して個別に指導ができたが、やりき ・算数でＴ２に入っていただけて、とても助かっている。しか
に授業の充実を図ってほしい。
らせることができなかった。それぞれの学習状況をしっかり し、中学年少人数よりも高学年少人数の方がいいと思う。
と把握し、確実に力を付けることができるように個別の指導 →習熟別少人数指導で、特にじっくりコースの教師主導型の授業は見 ・輪之内町に俳句の指導をしてい
を充実させた。
直されている。子どもが主体的に学んでいけるような、教え合いをうま ただける先生がいらっしゃる。指
導をしていただくとよい。また，
・内容が難しくなる中学年に少人数を位置づけたことで、先 く授業に取り入れて高まりあっていけるように授業改善をしていく。
作品が認められる場があるとよ
生にわからないところは気軽に聞けたり、また教師の目も行
い。
き届いたのでよかった。高学年では、児童が進んで教え合い
学習をしたり、わからないときは積極的に教師に質問したり
するなど、主体的に学習が進められた。
・挙手・発言や聞き方の指導を粘り強く行い、学習規律が身 ・班長や学習係や教科係などのリーダーを中心に、自分たちで学
についてきた。自主学習も家庭で行う児童が増えた。
びの姿勢をつくる。以前やっていた始業時の挨拶に学習のめあて
や振り返りを話させる、ノートに日にちと題を書いておきチャイ
ムで挨拶、学習が始められるようにする、など。
・児童が自分たちで授業を進める工夫をもっとしたい。技を学び
たい。

Ｂ

・別様などの価値項目をそれぞれの学年の先生に協力して頂 ・年間行事は決まっているので、年間を見通して道徳資料を配置
いて、新学習指導要領に合わせることができた。
し、行事との関わりを密にして各学級で振り返りも丁寧に行う。
・別様の活用があまりできていないため、常に手元に置いておく
などの工夫が必要。打ち合わせで、活用を啓発する。

Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

・どの学級でも積極的にICTを活
用した授業が行われている。その
利点と課題を確認する必要があ
る。

・学期末の検定では、評価基準が統一され、取り組みやすい ・全校で家庭学習の内容の交流、学年間の差の解消。
ものとなった。
→まずは、学年部会で話題にして、大きな差がないようにする。
・基礎基本を身につけさせるために、丁寧な家庭学習の見届
けが行われている。

Ｂ

＜心を育む体験活動＞ふるさと教育や
「あいさつ・美化・ボランティア」への
取組を通して、自己を見つめ、他を思い
やる指導を充実する。

学校関係者評価（意見）

・スマホ利用者が拡大している。
HPの活用をUPする必要があ
る。
・スリム化に向けての見直しの方
向はよい。
・学校評議員会や学校保健安全委員会で出た意見を取り入れ →改善した点については，児童の実態や意見を集約し，成果を伝えて ・英語も入り，教師のやることが
て，給食時間の確保や廊下掲示の刷新・撤去など，課題の改 いく必要がある。
いっぱい増えた。教師が授業に取
善ができた。また，学校の方針や現状を伝えて，運動場の除 家で見せていない児童がいる。
り組めるように，教育委員会に訴
草など町に改善要望ができた。
→学校ＨＰに学級通信(個人名，内容，写真等に注意）をアップするな えていくことも必要。
・夏休みにホームページの更新の仕方を学び、学校通信や学 どして，ブログ更新に代える。
・研修も大切だが，無駄なことは
習状況分析を更新できた。通信が定期的に出せた。
渡しっぱなしでおわるのではなく、見届けが必要。
省いていく。19時，20時まで，
→児童に確認する。懇談会の折に話題にする。
電気がついているのは異常なこと
・アレルギーや管理票を持った児童について，情報が入り次 ・地震、水害など災害時の第1次、第2次避難場所、避難方法、緊 である。一番は,子どもと向かい
第，会議をもち，今後の対応の手順を確認することができ
急連絡先、連絡方法を児童が分かるようにカードに書いてランド 合う時間の確保である。
た。また，保護者との懇談の場をもち，対応について確認の セルに持っているなど
場を持つことができた。
・命を守る訓練の職員版が必要。
・落ちてくると大けがに繋がるような物を高いところに置か →命を守る訓練の前に、事前打ち合わせを位置付け、職員の動きを
ない。
確認する。繰り返す中で、マニュアルをつくっていく。
・積極的に下校指導に向かい、登下校についても指導でき
た。
・管理職の指導のもと、安全意識は高まった。アレルギーや
心疾患のある児童について、保護者と必ず面談を行って、対
応について職員間で共通理解し、事故なく終えることができ
た。
・退校時間１８：００を週に１回設定した。
・昨年度と残業平均はほぼ同じ。従来のまま行えば，スリム化は
・業務自体のスリム化は進んでいない。
できない。年度内に二委員会で教育活動をしっかり見直す。よい
・中休み、昼休みの行事が多い。
もの・必要なものは継続・新設。そのほかは断ち切る。
・集計に時間のかかるアンケートの実施。行事関係の仕事が →福束ファイリングはリングファイルに変え，二委員会，職員会で活用
多く、スリム化されていない。
する。提案資料は変更点，細案のみとする。
・退校時刻を設定したことで、やや意識は持てた。掲示物や ・職員全体でスリム化できることなどを話し合い、改善点を見い
朱筆を見直すなど、少しずつ進みつつある。
だす。
→今年度に見直しを図り、切るもの、残すものをはっきりさせる。出席
簿のデジタル入力(教育委員会へ要望)，子どもの姿所見欄のスリム化
(学習・生活，総合，英語活動）
・休み時間をもっと自由な時間とした方がよい。
→ロング昼休みは，福っこ遊び，かるた練習など，遊んで楽しいものに
限定し，月２回にする。
・集計しやすいアンケートに作りかえてもらいたい。・省いても
よい行事や仕事は省いていきたい。・時間的な余裕がもてるよう
にしていきたい。
・来年度に、もっと掲示物等の見直しをしていく。
→廊下掲示(マラソン・読書は個人情報)，背面掲示(学級のあゆみ）を
なくす。

・１学期同様たくさんの授業を見せていただき、学んだこと ・見通しをもって今後も教材研究に励みたい。さらに、研修に積
を実践している。
極的に参加し、専門的な知識を高めていきたい。
・町研以外でも研修に参加できた。教材研究が１学期よりも
できる時間が増えた。
・空き時間が使えて大変助かっている。道徳などの研修に参
加し、「議論する」道徳というものについての理解が深まっ
た。

＜道徳の時間＞道徳の時間（道徳科）の
ねらいを明確にし、道徳的価値の自覚を
深め、道徳的実践力が育成されるよう、
指導過程や指導方法を工夫する。
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安心して生活できる学校

Ａ：実践し，効果をあげることができた。
Ｂ：実践し，一応の効果をあげることができた。
Ｃ：実践し，僅かだが効果をあげることができた。
Ｄ：実践したが，効果をあげることができなかった。

評価の観点

町の重点

経営をする

輪之内町立福束小学校

・価値に迫れるように、主人公と自分を比較して、自分の弱 ・３０年度の道徳の時間の評価にむけて，評価の視点や表現，ま
さを認め、こうありたいと考えることができる児童も出てき た，評価するための指導過程や指導方法を明確にしていく必要が
た。
ある。
・どの子も真剣に自分の弱さに向き合い、考え、よりよい生き方
をしようという心情を育てていきたい。道徳科に向けて、「議論
する道徳」を目指すためには、どのような方法があるのかという
ことを啓発していく。
→1度研修会を持ったが、共通理解を図っていくために道徳推進教師
を中心として研修会を位置づける。
・異年齢集団での掃除や遊びの中で，思いやりの心が育って
いる。生徒指導が中心となって，あいさつを重点に，子ども
のよい姿を評価し，価値付けた。学校訪問者から「自然で心
地よいあいさつだ」と高く評価された。
・感謝の気持ちを表すことを特に大切にさせる指導をし、言
葉にすることがすてきであることを実感している児童が増え
た。
・年間を通して「あいさつ」「掃除」にはこだわって指導で
きた。福祉委員会や生徒指導の先生中心となり、挨拶の取組
みを行ってもらえた。

・自分から進んで感謝の言葉をかけることが難しい児童がまだい
る。言われる体験を増やし、実感させたい。
・体験活動が形式的なものにならないような配慮が必要。ボラン
ティアという点が弱いと思う。
・ボランティアという点でも心をはぐくむというなら、何らかの
取組が必要だと思う。

・道徳の時間だけでなく，各教科
の授業の中で,道徳的指導を取り
入れていくとよい。
・道徳という教科に対する教師の
評価というものに対して,教師側
の対応の難しさを感じる。

評価の観点

町の重点

＜指導計画・指導体制＞児童の実態や学
【小学校外
国語活動】 14 習段階を考慮した指導計画を工夫改善
外国語を通 ◎ し、一人一人にコミュニケーション能力
の素地が養われるよう指導を充実する。
じて，コミュ
(小)
ニケーション
＜指導過程＞積極的に外国語を用いてコ
能力の素地
ミュニケーションを図ることの楽しさを
を養う
体験する活動を工夫する。(小)
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＜全体計画・指導計画＞小・中学校の接
【総合的な学
続や各学校の目標を踏まえ、学習のねら
習の時間】
探究的な学 16 いや内容、各教科等との関連を一層明確
にし、課題意識が連続発展するよう全体
習を通して，
計画や指導計画を工夫改善する。
よりよく問題
を解決する
＜探究的な学習＞身に付けた知識や技能
資質や能力
等を相互に関連付け、総合的に働かせる
を育てる。
17 よう、体験活動と言語活動を意図的に設
◎ 定し、探究活動を充実する。

＜指導と評価＞児童生徒の自発的、自治
【特別活動】
的な活動（いじめ問題への取組等）を展
所属感を高
開し、一人一人の児童生徒が自分に自信
め，よりよい
をもち、自分のよさや可能性を発揮して
生活や人間
関係を築こう 18 よりよい生活や望ましい人間関係を築こ
うとすることができるよう指導と評価を
とする自主
一層工夫改善する。
的，実践的
な態度を育
てる
＜学級経営＞学級の諸問題を解決する活
19 動を通して、望ましい人間関係や学級集
◎ 団としてのまとまりを育て、学級経営を
充実する。

＜生徒指導（教育相談）体制＞不登校や
【生徒指導】
問題行動（いじめ、暴力行為、薬物乱
共感的な理
用、性非行、インターネットを利用した
解に徹し，望
誹謗中傷や違法行為等）といった生徒指
ましい人間
導上の諸問題に対して、全教職員が危機
県警を築く力
意識をもち、日常的な教育相談やアン
と自己指導
ケートなどを通して未然防止や早期発見
能力を育て 20 に努め、家庭や地域・関係機関等との連
る
◎ 携を積極的に推進し、組織的に対応す

評価

Ｂ
Ｂ
Ａ

Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｂ

＜運動推進＞児童生徒が課題や願いを
26 もって積極的に体力づくりに取り組み、
日常的な運動実践の場や機会を充実す
る。
＜未然防止＞児童生徒の健康・安全を守
りきるために、学校と家庭、地域社会が
27 連携した組織体としての総合的な力を発
揮し、健康被害等の未然防止に万全を期
す。
＜校内支援体制＞特別支援教育コーディ
【特別支援
ネーターを中心として、こども園や関係
教育】
機関との連携を図りながら、ケース会議
一人一人の
教育的ニー 28 等で児童生徒理解を図り、一人一人の教
育的ニーズを正しく理解して、全教職員
ズに応じ，自
が組織的に合理的配慮の充実に努める。
立し社会参
加するため
＜個別の支援＞本人・保護者との合意形成
の基盤とな
及び関係機関との連携の下、合理的配慮の
る力を育て
継続的な提供及び定期的な見直しができる
る
29 よう一人一人の教育的ニーズに応じて「個

Ｂ

・各委員会が児童朝会や校内放送、教室を回るなどして自分
たちの委員会のキャンペーンについて真面目に活動できる。
・１学期同様、生徒指導の先生を中心としたいじめを起こさ
ない取り組みをたくさん行い、指導をしている。また、学級
独自の取り組みをリーダーを中心に行っている。温かい行動
が増えている。
・委員会活動では、どの委員会も常時活動にきちんと児童が
取り組んでいる。また,各委員会ごとに創意工夫あふれる活動
ができている。

・今の子は面白いと食いついてくるので、マンネリにならないよ
う、さらに意欲をもたせるために楽しさや目新しさが必要か。教
師が斬新なアイデアを提供したい 児童による工夫された活動をど
んどん行っていきたい。問題行動が起きてしまったので、さらに
一人一人が自信をもてるように活動を仕組んでいく。

・学んだことを実践する機会を，
家庭でも積極的に設けてもらうよ
う,PRが必要である。

・夏休み中に発覚したいじめについては，家庭訪問，事実確
認，指導，保護者への連絡まで，迅速に行うことができた。
不登校児童に対する手立ても，１１月までは手詰まり感が
あったが，ケース会議，母親との懇談を契機に再登校まで持
ち込むことができた。
・担任や当該教員のみならず、組織で問題行動に対しては対
応できた。
・重要な問題に対しては、打合せ等で全職員で共通理解を図
り、学校体制で指導を行うことができた。
・何かあったときには、すぐに対応してくださって、全職員
で対応できた。アンケートの内容を時期によって変えなが
ら、児童実態の把握に努め、問題を発見した際には職員で連
携して迅速に対応することができた。また、ＳＣの河村先生
の見立てや助言を、職員間で共通理解することができた。

・教員間の意思疎通がうまくいっていない場面があった。ＳＣに
ついて保護者への紹介も、必要に応じて行っていく。
→週に1度、打ち合わせの後、関係職員で１０分程度のケース会議をも
つ。
→新しいアンケート方式･･･自宅に持ち帰り、無記名で封をして提出す
る。このアンケートで実態をさらに細かくつかむ。

・いじめはどこでもいつでもだれ
にでも起こること」という認識で
よい。いじめがなくなることはな
い。報告をおそれる心配はない。
「起きてあたり前」と考え，早期
発見，迅速に対処していけばよ
い。
・いじめに関して情報共有を進
め、早めに芽を摘んでほしい。評
議員の力も使ってほしい。

・道徳教育などで生命の大切さや、決まりの大切さを考え、 ・職員もさらに子どものよさを引き出す指導を心がけたい。
実践に生かしている。また、学級に植物を絶やさないように
し、育てる活動をしている。

Ａ

Ｂ

・将来の夢を描くために、成功した人や技能がある人の講
・小学生の段階から、もっと進路指導について時間をとるとよい
演・講座を受ける機会が設けられたのはよかった。
と思う。将来の職業の幅や生き方が広がると思う。
・福っ子掃除や福っこ遊びを実施したことにより、他学年と →ボランティア活動を充実させる。（掃除・草取りなどの作業）
活動する機会もあり、よかった。

・小学生なりの将来の期待や希望
を持たせ道実現できるかを考える
時間をもつ。

・日課変更で５分給食時間が確保でき，４５分までに食べき
ることができるようになった。栄養教諭による食育も計画通
り進んでいる。歯磨き教室，薬物乱用防止講座なども実施で
きた。
・保健の授業を養護教諭とTTで行う等、充実させることが
できた。各種アンケートや生活チェック、来室児童への問診
などから児童の実態を把握し、発育測定の時間やお昼の放
送、児童への直接の声かけなど、いろいろな場面で指導を
行っていくことができた。

・本校は肥満の子がやや多い傾向にあるので、給食のおかわりや
量について、親との共通理解を図って運動量増加や食事制限を設
けていくのも必要か。
・睡眠時間や食生活、歯みがきなど、改善させていきたい部分が
多くあるため、継続的に指導していく。

・登校時に親も出て見送りをして
いるので安心てある。
・給食は無理に食べさせないとい
う方針に今はなっているようだ
が，牛乳を飲まない子もいる。あ
る程度は飲ませる指導が必要であ
る。

・朝マラソンが昨年度よりも少ないが、集中して走ってい
る。

・３学期も朝マラソンを実施することで４００周達成を目指した
い。

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ

・感染症が流行った時には学校医の指示を仰ぐなど、連携し
た対応ができた。

Ｂ
・特別支援ＣＤの働きかけで，こども園年長組の参観を行
い，児童理解ができた。
・打合せで配慮児童の共通理解をすることで、全職員体制で
関わることができた。
・ケース会を位置付け、児童の様子を定期的に交流すること
ができた。

Ｂ

Ｂ

＜交流及び共同学習＞特別支援学級等と
通常の学級の児童生徒との交流及び共同
30 学習を計画的・継続的に行い、社会性や
豊かな人間性を育むことができるよう指
導を充実する。

Ｂ

＜人間関係の醸成＞互いのよさを認め合
【人権教育】
い、温かく思いやりのある望ましい人間
不合理な差
関係を醸成する指導を工夫改善する。
別をなくし，
人権を尊重
する温かい 31
人間関係を
醸成する

・国語でも出口となる言語活動がはっきりしていることで意欲的
に取り組めると分かった。総合についても、学期毎の出口となる
言語活動を明確にもつ。
・単学級の担任一人ではなかなか充実させることが難しいが、先
輩にアドバイスしてもらいながら授業に取り入れている。

・英語に関心があり，遊び感覚で
楽しんで取り組んでいるのがとて
もよい。。担任教師がＡＬＴと同
等に前面に出ているのはよい。
・中学校教師との交流を進めてい
くとよい。

・各学級、仲間のよさを認め合う活動は充実している。 単
学級なので、学年部のつながりを意識して協力しながらでき
た。

Ｂ

◎ 別 の 教 育 支 援 計 画 」 及 び「 個別 の指 導計
画」を活用し、一貫した支援を行う中で、
一人一人が能力や特性を発揮し、主体的に
活動できるよう指導内容や指導方法、評価
を工夫改善する。

・国語の授業で磨いた技を使って，総合のテーマについて調
べたことを文章表現したり，総合の時間に学習したことを，
国語の文章表現の題材に生かしたりしている。見通しを持っ
た取組をしてもらえるように声をかけた。

学校関係者評価（意見）

・学級代表を中心に、話し合い活動の仕方を覚えつつある。 →学級会（話し合い活動）が充実するように話し合いの手立てを職員
会で提案する。また、議題も児童会から提案する。

Ｂ

適性や多様な可能性を理解し、将来の夢
や希望の実現に向けて自分のよさを生か
24 し主体的に進路選択ができるよう、個に
応じた正確な情報提供や説明及びそれら
に基づいた学習等のガイダンスの機能を
充実する。(中）
＜保健・安全・食＞児童生徒の体力・運
【健康教育】
動能力、食生活等の生活習慣、心身の健
運動に親し
康状態及び安全に対する意識・行動を的
み，進んで
健康で安全 25 確に把握するとともに、他の教育活動と
な生活を営 ◎ の関連を踏まえて「健康・安全・食」に
関する指導を工夫改善する。
む態度を育
てる

・ＡＬＴの勤務時間を変更し，打合せの時間不足が解消され ・学担は互いに授業を参観するとよい。また，時には打合せに外
た。1時間の外国語授業の流れや振り返り場など、校内で統 国語主任も参加して，Ｔ１として学担が動けるようなアドバイス
一したものがあり、担任がＴ１を行うことが浸透してきた。 をするとよい。
・外国語を積極的に発音したり、楽しくゲームをしたり、意
味を理解したいと考えたりと、意欲的に参加できている。
・ゲームを多く取り入れることで、楽しく活動することがで
きている。
・総合的な学習の体験学習などの連絡先などを指導計画の中に組
み込むことが必要。
・学習内容を精選する必要がある。
→担任は、カリュラムの見直し、修正を行って引き渡す。

Ｂ

＜勤労観・職業観＞望ましい勤労観・職
【進路指導】
業観が育つよう、他の教育活動との関連
自己の生き
方を考え，主 23 を図り、ねらいを明確にした体験活動
体的に進路 ◎ （職場体験、係活動、清掃・奉仕活動な
ど）を位置づけるとともに、事前や事後
を選択でき
の指導を充実する。
る能力や態
度を育てる
＜ガイダンス＞一人一人が自己の能力・

来年度への課題と改善策

・担任が主導で児童の実態に合わせた外国語活動が行われて
いる。

る。

＜学年・学級経営＞一人一人が個性を発
揮し、存在感・所属感・達成感を味わ
い、望ましい人間関係を築くことができ
21
るよう、児童生徒の関わり合いを大切に
した学年・学級経営と授業を全校体制の
指導により充実する。
＜生命尊重・倫理観・規範意識＞全教育
活動を通して、一人一人が自他の生命を
22 尊重し、倫理観や規範意識を向上させる
ことができるよう指導を徹底する。

３学期の成果

Ｂ

・年長組参観を行い，理解深める。ケース会議で情報交流を図
る。入学説明会後，保護者との懇談会を行い，支援の方向を明確
にする。担任が一人で負担しすぎることなく、全員で協力体制が
つくれるようにしていきたい。

・必要に応じて、保護者から事情聴取したり、対応策を話し ・全てを把握しているわけではないので障害があるのではないか
合ったりすることで、保護者の合意のもと進めることができ という見立てに自信を持てず専門家を頼りたくなるが相談機会が
た。
少ない。また、支援が必要な子の親にどのようにしてアプローチ
していくとよいのか。親の気持を損ねることを恐れ合意を形成し
たりすることがしにくい状況。 専門的な立場からのアドバイス
がもっと欲しい。またそのような機会を増やしてほしい。
→要望すれば、専門家の先生に来ていただいて、見てアドバイスもい
ただける。今後支援についてアドバイスが必要な場合は申し込んで専
門的な立場からアドバイスを頂く。（専門的な立場からのアドバイスで
・定期的に交流ができている。
あれば親も信用される。）

・行事ごとに取り組むことにより、児童の人権感覚に敏感に ・「命」の尊さを人権委員さんたちによる音読劇で学ばせたい。
なりつつある。行事ごとに，他学年のよい姿をみつけ，思い ・少ない時間内での子ども達によるカードの掲示をいかに行う
やりカードを渡すことで，温かな人間関係ができている。
か。
・かがやき見つけを学年だけでなく、学年部や全校で行った
り、教師が子どもに向けて行ったりしている。 「苗さし集
会」や「福っこそうじ」での学年を超えた「よいとこ見つ
け」を、観点を決めて行い、委員会による全校放送での価値
付けにより、1年生が6年生など上級生にあこがれるように
なった。

Ａ

Ａ

・教室の掲示物が整理されてい
る。教室がさらっとしている。環
境的によい。
・こども園の参観を年少組から行
い,将来の子どもの成長を予測し
ながら連携を図るとよい。
・短期的な部分と,長期的な部分
に分け，将来（成人以降）はどう
するのかも含めて,保護者と話し
合っていくことが大切である。

・掲示物などで，一人一人のよい
ところを位置付けられているのは
よい。
・アクティブラーニングを現状に
折り合いを付けて取り入れていく
と，他人を思いやる心が育つので
はないか。

【人権教育】
不合理な差
別をなくし，
人権を尊重
する温かい
人間関係を
醸成する

・掲示物などで，一人一人のよい
ところを位置付けられているのは
よい。
・アクティブラーニングを現状に
折り合いを付けて取り入れていく
と，他人を思いやる心が育つので
はないか。

評価の観点

町の重点

評価

＜いじめ・差別の解消＞いじめや差別を
許さない学校・学級づくりに徹し、全校
が一丸となった取組を継続的に行う。
32
◎

【情報教育・
図書館教
育】

Ａ

Ａ

＜情報活用能力＞情報活用能力における
児童生徒の実態を把握し、段階表に基づ
いた系統的な指導をする。

・児童生徒の情
報モラルを高
め，情報化社
会に対応でき
る情報活用能 33
力を育てる
・日常的に読書
に親しみ，教
養・価値観・感
性を高めようと
する態度を育
てる

34
◎

Ａ
Ａ

Ａ

35

＜ふるさと学習＞地域を知り、理解する
【ふるさと教
ための活動や地域人材を活用した授業を
育】
36
「ふるさと輪 ◎ 展開するなど、地域に根ざしたふるさと
学習を積極的に推進する。
之内」に学ぶ
態度と輪之
＜国際交流＞国際交流などを通して、グ
内を愛し，誇
ローバル化に対応した豊かな語学力・コ
りに思う心を
37 ミュニケーション能力、主体性・積極
育てる
性、異文化を理解する力等を身に付けら
れるようにする。

Ｂ
Ｂ
Ｂ

・単発的な指導になってしまった。「系統的に」という部分が弱
い。

・ネット上の意見が全て正しいと
思わせないよう,指導や理解を図
ることが必要。
・学校でも家庭でも,児童所有の
ケイタイ・スマホ等の情報モラル
について長期的に指導する必要が
ある。

・学期末に情報モラルを位置付け，情報社会で起こっている ・高学年は、ゲームや携帯電話を活用している子が多いので、中学
問題点を具体的に示して，どうすればよいかを考えさせ，
校までを見通して指導していきたい。
ルールの浸透を図ることができた。長期休暇前に、全校で
→雨の日で、学年順にパソコン室解放日を設ける。
ネット書き込みやなりすましの恐ろしさについて理解し、注
意することを話し合えたことは効果的だった。
・１学期に続いて、２学期は学年部ごとに情報モラル教育を
行い、それぞれの発達段階にあった話し方をすることができ
た。
・学年部で指導してもらえてよかった。

Ｂ Ｂ

・校区文化祭という名前の下で続
けてほしい。

・６年生は，修学旅行で全員が，「外国人の方に話しかけ， ・事前指導のもと，児童に判断力や行動力，コミュニケーション
会話をする」という課題を達成した。２年生は，社会見学で 力を求める場を，さまざまな活動で設定する。
全員が「家族への土産を購入」という課題を達成し，店の方
と会話ができた。
・下校時，休み時間など避難経路を子どもが判断しなければ
ならない想定や，堤防決壊など地域の実情に応じた訓練がで
きた。台風時には，訓練どおり引渡しがスムーズに行えた。
・訓練では、色々な事態を想定しているが、職員の動きが
はっきりするとよりよい。
・「命を守る訓練」は回数を重ねるごとに非常に上手くなっ
ている。

・消防法に基づいた訓練がなされていないので，通報訓練，消火
訓練を命を守る訓練を必ず実施する。実践に生きる訓練にするた
めに，訓練の前にシミュレーションを位置付け，職員研修の場と
する。
・通学路での地震の発生に際し、とっさに身を守るという行動を
とるならば避難場所を決めるのではなく、地区ごとに通学路に着
いていき、「この場所は車が通るから避難は無理。」「ここはへ
いがあるから避難しては危ない。」など避難できない場所を教え
るほうがよいのでは、という意見がありなるほどと思った。
・年間の中で、いろいろな状況や場合を設定していくことで、さ
らに意味のあるものになっていくと思う。
→消火訓練を位置付ける。

・登下校の列に車が突っ込む事件
もある。登下校時の非常事態を想
定して訓練を行い，地域の方への
見守りのアピールをしていく必要
がある。

・個別懇談に「家庭学習の手引き」を保護者に持参していた
だくことで，意図的に活用を図ることができた。
・自主学習は増えたが、検定が終わると減少する。家庭学習
の見届けを、もう少し保護者の方にもお願いしたい。６年生
で、以前はなかったが、最近算数で「予習してきた」という
声が聞かれた。取り組んでいる児童もいる。

・ドリル学習が中心の宿題になっているが，平行して自主学習
や，学んだ言語の技能を生活に結び付ける家庭学習の提示などを
学習委や研推で検討する。
・手引きを活用されているのかはよくわからない。家庭によって
大きな差があるため、保護者への啓発も積極的に行っていく。
・特に上の学年の保護者の方へ通信などで啓発していけるとよい
と思う。
→高学年は、教師が意図的に自主学習に取り組ませる。予習や復
習、調べ学習など、家庭学習に組み込ませていくことが必要である。

・保護者に家庭学習の大切さとと
もにおろそかにすることの危険性
も伝えていく。

Ｂ Ｂ

＜家庭学習習慣＞家庭学習の手引きを活
用し、望ましい家庭学習の習慣の定着を
図る。
39

・「いじめ０宣言」の継続と、「思いやりの花」運動を継続す
る。教員のための教員による人権教育の機会を創る。

・地域探検や福束講座などを通して、交流や学習を行ってい ・同居の家庭が減ったが、通信や学校便りで孫を通じておじいさ
る。
んおばあさんなど年配の人を募集し、「生活科の畑の先生」や
「昔の遊びの先生」など、銘打って地域の人に来ていただき教え
を請う機会を作る。

＜防災教育推進＞学校防災マニュアル等
について、学校や地域社会の実態を踏ま
えた改善を行うとともに、マニュアルに
基づく訓練や校内研修会を実施するな
ど、安全管理体制と一体化した防災教育
を推進する。
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学校関係者評価（意見）

・司書教諭や学校司書による図書館整備や，校内研究で進め ・さらに魅力的な図書館にするために，思い切った本の廃棄，
ている図書の利用指導によって読書に親しむ子どもに育って すっきりした配架を進める。
いる。
・分類や並べ方を整理整頓してあり、探しやすい。
・授業の中でも積極的に図書館を利用することができた。図
書館もより充実してきており、それに伴って児童の意識も高
まってきている。

＜図書館教育＞学校図書館を利用しやす
く整備し、図書の計画的利活用や読書活
動の推進に取り組む。

【家庭学習
の充実】自
分の力で学
習ができる
児童生徒を
育てる

・毎日の下校で「いじめ０宣言」を唱えることで児童が「い
じめ」は悪いことと捉えている。具体的な指導も生徒指導か
ら直接全校に行われているので、一人だけの問題にならなく
て良い。いじめが発覚後，生徒指導を中心に，事実確認，指
導，報告が迅速に行われ，小さい芽のうちに摘み取ることが
できた。毎月のアンケート調査や，教育相談で一人一人の児
童に対して学級担任は心配りをしている。
・必要に応じてケース会議や職員間の交流会を設けた。
・いじめゼロ宣言に関わらせた指導を充実させる。
・徹底して、スローガンを唱えることで、子ども達自身にい
じめ・差別問題を自分のものと考えさせる事ができつつあ
る。
・３年生以上は，総合の時間にパソコン室を利用して情報収
集に活用している。
・パソコン室でのキーボー島アドベンチャーや調べ学習を通
して、スキルの向上を目指している。
・情報主任のもと、充実した情報モラル教育がなされた。

来年度への課題と改善策

Ｂ

＜情報モラル＞情報モラル（SNSを介
したネットトラブル等）について、意図
的・効果的な指導を行う。

【防災教育】
自らの命を
守るための
防災意識の
向上を図る

３学期の成果

