平成２２年度

輪之内町立仁木小学校

ひろい心をもち 豊かに表現できる子

学校の
教育目標

○学び

つくりだす子

○思いやり

・しっとりとしてそれでいて勢いのある学校
・基礎学力を身に付けた子ども
・ふるさとに自信と誇りをもった子ども
・一人一人を大切にする教師

経営の重点

評価の観点

町の重点

【研修】
自己の課題を明
確にし，主体的
に研修を進め，
確かな指導力を
身に付ける。

Ａ

＜特色ある学校＞新学習指導要領の趣旨を踏まえ，教職員の共通理解の
2 もと，子どもたちや地域の実態に応じて特色ある教育課程が適切かつ確
実に編成・実施されているか。

Ｂ

＜危機管理＞全教職員が，災害・事故等に対して常に危機意識をもち，
3 子どもたちの安全確保を最優先にした環境を築く実践的な体制が確立さ
れているか。

Ｂ

＜開かれた学校＞学校の教育方針や活動について，家庭や地域社会に積
4 極的に情報提供するとともに，学校評価（自己評価・学校関係者評価）
の結果を公表し，開かれた学校づくりに努めているか。

Ｂ

＜連携・協力・啓発＞保・小・中・（高）など学校間接続やPTA（保護
5 者），地域住民（団体），行政機関等との情報交換や連絡調整及び家庭
や地域社会に対して啓発活動を積極的に行っているか。

Ｂ

6

＜情報・資金管理＞各種文書や個人情報及び町費やPTA会費・各種積み立
て等の資金が適切に管理されているか。

Ｂ

7

＜図書館教育＞学校図書館が利用しやすく整備され，図書の計画的利用
や読書活動の推進に取り組んでいるか。

Ｂ

8

＜校内研修システム＞校内研修（校内研究・現職研修等）の課題が適切
に設定され，組織的，計画的に実施されているか。（特別な支援を必要
とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指導力を高める研修の位置づ
け）

Ｂ

9

＜個人研修＞一人一人が個人研修課題を設定し，校内外の研修に積極的
に参加しているか。

Ｂ

10

＜情報研修＞「わかる授業」と校務のためのＩＣＴの効果的な活用法及
び情報モラル等について幅広く研修しているか。

Ｂ

＜基礎・基本の定着＞指導目標と評価規準を明確にした指導計画のも
11 と，基礎的な知識・技能の定着と思考力・判断力・表現力を育てる授業
づくりに努めているか。

Ｂ

【教科指導】
基礎的・基本的
な知識・技能の
＜個に応じた指導＞児童生徒の発達の段階や一人一人の学力や学習状況
習得を図るととも
12 に応じた多様な指導方法や体制・評価を工夫改善して，きめ細かな指導
に，思考力・判断
がなされているか。
力・表現力及び
自ら学ぶ意欲や
態度を育てる。
＜学習集団＞学習の規律・習慣が確立し，共に高め合うことができる学
13
習集団が築かれているか。

14

【道徳教育】
自己を見つめる
力と他を思いや
る心を育てる。

【小学校外国語
活動】 外国語を
通じて，コミュニ
ケーション能力
の素地を養う

評価

＜組織運営＞教職員の特長を活かした校務分掌や主任制等，学校の組織
が適切に構築され，機能しているか。

1

＜指導体制＞道徳教育推進教師を中心にして，全教師が分担，協力して
指導していける体制ができているか。

＜全教育活動を通した道徳教育＞道徳の時間と他の教育活動との関連を
15 明確にし，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
画の工夫改善がなされているか。

Ｂ

職員の総力を結集した運営組織の確立
人間性を磨き，教師としての専門性を高める研修の充実
学校の教育目標の具現に徹し，学校や地域の特色を生かした創意ある教育活動の推
豊かな心を培う活動と成就感を味わうことができる指導
家庭や地域社会との連携の強化

成果
・総合や生活科の授業を中
心に，児童の実態に応じて
地域素材の開発をしたり,地
域人材を活用したりして，
ふるさと輪之内を愛する心
を育てることにつながる授
業や活動ができた。
・６年生がリーダーシップ
を発揮して，縦割り活動に
全校児童が生き生きと取り
組めている。よい伝統であ
る。
・１日，１５日の交通指導
の様子が回覧されたのはよ
かった。
・授業参観や行事の後で，
保護者等からの意見を聞
き，工夫改善に生かすこと
ができた。
・いなほ祭りでは，ＰＴＡ
主体で校区が一丸となって
取り組むことができてい
る。
・会計関係については，学
校徴収金運営委員会並びに
会計委員会等が開催され
て，適切に処理できてい
る。
・読書まつりで，親子読書
や推薦図書，三色読書，本
の紹介などの取り組みを進
めることができた。

・研修に行って聞いた話を
全職員に紹介するなど伝達
でき良かった。
・ＩＣＴ機器を活用し，授
業改善に向けて工夫してき
た。

来年度の課題と改善策

学校関係者評価（意見）

・子育ては，学校教育のみで
実施されるものではなく，家
庭・地域とが結びつき，連携
してこそ成果が上がる。今後
･学校のスリム化を図るための も連携を強化してほしい。
・地域にいらっしゃる達人た
方策を求める。
・安全な登下校ができている る方々を発掘し，さらに，地
とはいえないところが尐なく 域の人材育成につなげていけ
はないので，児童の交通安全 れば，よい成果が上がり，コ
ミュニティ形成に一役担える
に対する意識を高めると良
と考える。その繰り返しで，
い。
・学年別下校の時の下校指導 学校・家庭・地域の三位一体
の児童教育がされることを希
を定期的に行いたい。
・不審者対応の訓練や連れ去 望する。
り防止教室等，危機管理教育 ・保護者の意見は参考に聞い
は重要で，継続的に児童の危 ておく。親は面倒なものは減
機意識を高める取り組みが必 らしたい思いもある。学校に
とって大切なもの残しておき
要である。
・学校の取り組みのよさや児 たい。学校の豊かさから大切
童のがんばりが十分伝わって な部分である。子どものため
いない気がする。もっと通信 行事に参加させようと思って
ほしい。子どもは楽しみにし
等でアピールを。連絡事項
ている。
は，最小限にしたい。
・「保小中」の連携を深める ・読書について，本を借りて
ため，年間を見通した保育園 も家で読まない。家では画像
や中学校との連絡会を実施し のものが多いかもしれない。
一方で図書館に新刊が入ると
ていく必要がある。
とても楽しみにする子どもも
いる。学校では好んで読んで
いる。家でも，本が好きだか
ら読みたいと思える子にした
い。そのために学校は？ 保
護者は？と考えたい。よい本
はいっぱいある。

・若い教師が多いので，様々
な校内研修会や校外研修で勉
強する機会を増やしていく必
要がある。
・多くの職員が電子黒板を
もっと手軽に使えるとよい。
そのための研修も必要であ
る。

・基礎学力を定着させるため
の活動を，テストの直しなど
で充実させたい。
・学習規律が全員に徹底され
ないまま学習がスタートする
ことがあるので，きちんと全
員ができるように見届ける。
・個に応じた指導形態や方法
について研修できる機会があ
るとよい。

Ｂ

・学級や個に応じ，いろい
ろな指導形態で尐人数指導
を行うことができた。
・表現を校内研として取り
組み，プレゼンのような場
での発表には子どもたちは
力を発揮している。

Ｂ

・地域人材を活用した道徳
実践ができた。
・背面掲示等も活用しなが
ら，学校行事や他の教育活
動と関連づけて道徳の時間
を行うことができた。
・長期の休みに家庭でのあ
いさつを奨励できた。
・児童会や生活委員会等が
中心となって，あいさつ運
動を進めることができた。

・来年度の道徳計画訪問に向
けて道徳に力を入れていく必
要がある。
・あいさつへの取り組みが終
わると，途端に声がでなく
なってしまう。継続させるた
めの手立て等が必要である。
・あいさつや掃除をする姿に
現れるように，引き続き子ど
もたちに声をかけ続けること
が必要である。

Ｂ

・ＡＬＴと簡単な打ち合わ
せをした上で外国語活動の
授業ができ，教師の出場が
増えている。
・子どもたちは総じて，英
語でのコミュニケーション
を楽しんでいる。

・ＡＬＴと打ち合わせの時間
をもつ工夫をする。
・Ｈ２３年度の高学年外国語
活動の実施で，外国語活動の
評価について研修をする必要
がある。

Ｂ

＜心を育む体験活動＞町の道徳的実践の重点(あいさつ，美化，ボラン
17 ティア)への取り組み等，家庭や地域社会と連携した豊かな心を育む体験
活動を工夫しているか。

Ｂ

＜指導計画・指導体制＞一人一人にコミュニケーション能力の素地が養
18 われるよう，指導目標と指導内容を明確にしているか。また，指導計画
を作成したいるか。

Ｂ

＜学習集団＞お互いに認め合い，一人一人が安心してコミュニケーショ
ン活動に参加しているか。

Ｂ

きたえる子

・学力達成度について，他校
との比較をしてはどうか。
・先生がきちっと叱ってくれ
ることが大事である。勉強に
対する取り組みはきびしくし
てよいと思う。
・学習が分からないまま進ん
でいくのは困る。つまずきが
あるとき親は助けられない。
学校が頼りだ。
・支援の先生を組織的に生か
したい。

Ｂ

Ｂ

20

Ｂ

○たくましく

Ｂ

＜道徳の時間＞道徳的価値の自覚を深め，道徳的実践力が育成されるよ
16 う，心に響く魅力的な教材の選定，指導過程の工夫，発問の吟味など，
生き方についての考えを深める道徳の時間の充実に努めているか。

＜指導過程＞学級担任が主体となり，ALTと協力して外国語を用いてコ
ミュニケーションを図ることの楽しさを体験する活動を設定したり，指
19
導方法を工夫したりしているか。

あふれる子
１
２
３
進
４
５

自立の基礎を培う教育の推進

【学校経営】
全教職員が協力
して活力ある学
校経営をする。

学校評価書

Ｂ

Ｂ

・最近あいさつがとてもよ
い。年々良くなっている。

評価の観点

町の重点

評価

＜全体計画・指導計画＞小・中学校の接続を踏まえ，ねらいや内容，他
【総合的な学習
の時間の指導】 21 教科との関連等を明確にし，課題意識が連続発展するよう全体計画や指
導計画が工夫改善されているか。
探究的な学習を
通して，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を相互に関連づけ，総合的に働
資質や能力を育 22 かせるよう，体験活動と言語活動を意図的・計画的に設定し，探究活動
てる。
を展開しているか。
【特別活動】
所属感を高め，
よりよい生活や
人間関係を築こ
うとする自主的・
実践的な態度を
育てる。

＜自発・自治的な活動と指導計画の工夫＞自己の生き方について考えを
23 深めるような指導計画を工夫し，自発的，自治的な活動（いじめ問題等
への取組）を展開しているか。
＜評価＞集団や社会の一員としての自覚を深めるため，児童・生徒会活
24 動や学級活動等において，個々の活動状況を見届け，一人一人の良さや
可能性を認め，励ましているか。
＜生徒指導（教育相談）体制＞いじめ問題や不登校・暴力といった生徒
25 指導上の諸問題に対して，未然防止や早期発見，早期対応を図るための
生徒指導体制（教育相談体制）が構築され，機能しているか。

＜学年・学級経営＞子ども一人一人が個性を発揮し，存在感・所属感を
【生徒指導】
26 感じるよう児童生徒のかかわり合いを大切にした学年・学級づくりをし
児童生徒一人一
ているか。
人に正対して共
感的な理解に徹
し，自己指導能
＜生命尊重・倫理観・規範意識＞命の大切さや基本的な倫理観・規範意
27
力を育てる。
識を体得できるよう，繰り返し指導しているか。

【進路指導】
自己の生き方を
考え，主体的に
進路を選択でき
る能力や態度を
育てる。

【健康教育】
運動に親しみ，
進んで健康で安
全な生活を送る
態度を育てる。

・子どもたちの自主的な運営
を進めることをさらに心掛け
たい。

Ｂ

・１ヶ月に１回，いじめア
ンケートを活用し，早期発
見に努めたり，話を聞くこ
とができる。
・ケース会議を開いて，協
力体制をはっきりさせたこ
とで，児童の変容が見られ
た。
・小さなことからいじめに
つながるという意識で子ど
もの指導に当たることがで
きた。
・地域ぐるみの生徒指導推
進のための体制づくりが町
として形作られており，見
守り隊の方にご協力いただ
いて，地域の安全を確認で
きた。
・ＰＴＡでもあいさつ運動
に取り組んで成果を上げる

・定期的な生徒指導交流以外
にも教育相談などで出てきた
課題を早期に全職員で共通理
解を図り，対応するとよい。
・学年のまとめとして学習や
チャレスポへ取り組み，達成
感をもたせたい。
・全体的に目立った事案はな
かったが，規範意識の低下を
憂う。
・卒業生の中学校での生活の
情報を把握し，職員全体へ伝
え，小学校段階で指導すべき
ことを明確にした指導を心が
ける。

Ｂ

・子どもたち一人一人の個
性を大切にしながら，各学
級で役割分担を与えるな
ど，その個性の伸長に配慮
されていることが多かっ
た。
・ピッカピッカ大作戦中
は，静かに掃除をする姿が
多かった。

・子どもに夢をもたせる声か
けや働きかけを大切にしてい
きたい。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

30

＜勤労観・職業観＞望ましい勤労観や職業観が育つよう，ねらいを明確
にした体験活動を意図的・計画的に実施しているか。(共通)

Ｂ

31

＜ガイダンス＞一人一人の進路希望や能力・適性を生かすことができる
よう，個に応じた適切なガイダンスを行っているか。（中）

・今後も保護者と学校と家庭
の様子を交流しながら，一人
一人の特別な教育的ニーズに
応じた指導方法を検討してい
くことが必要である。

・支援の先生を組織的に生か
したい。

Ａ

・標語づくりをすること
で，意識化できた。
・人権週間の取り組みとし
て行われた全校，各学級の
活動は，互いに思いやるこ
とや温かい言葉づかい徹底
させることができた。
・全校の先生が全校の児童
を見ることができていた。

・敬語をきちんと使えるよう
に，その時々で直し，定着す
るよう指導していくと良い。
・一人一人の不安や悩みを
ゆっくり聞いてあげられる時
間をもっと確保していきた
い。そのために日頃から，ア
ンテナを高くし寄り添った指
導を行うようにしていく。

・人権にかかわる事案は，Ｐ
ＴＡ，人権擁護委員，評議員
などにも相談をしてほしい。

Ｂ

・キーボー島でのスキル
アップは時間を確保してで
きた。
・教科や道徳で情報モラル
の指導をする機会がもて
た。

・個の学習進度に合わせるた
めに，パソコン室で勉強する
とよい。教科の練習問題など
でも積極的に活用していきた
い。

Ｂ

・これまでの地域人材バン
クを活用し，生活科や総合
で地域の方にお世話になる
活動を続けている。
・夏休みに行った中国研修
の報告会という形で，全校
の前で発表の機会をもて
た。

・来年度も，地域教材や地域
人材を生かした道徳や総合の
授業で，子どもたちの「郷土
愛」を育てていきたい。
・今後の生活科や総合学習
を，表現活動の充実が図れる
ように，中身をより充実させ
ていく。

Ｂ

Ａ

Ｂ

＜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に努めているか。

Ｂ

39

40

＜情報モラル＞情報モラルについて，意図的・計画的な指導を行ってい
るか。

＜ふるさと学習＞地域を知り，理解するための活動や地域人材を活用し
【ふるさと教育】 41 た授業を展開するなど，地域に根ざしたふるさと学習を積極的に推進し
「ふるさと輪之
ているか。
内」に学ぶ態度と
輪之内を愛し，誇
りに思う心を育て
＜国際交流＞中国（小）やカナダ（中）との交流活動を充実させている
42
る。
か。

Ａ：十分達成している

Ｂ：おおむね達成している

Ｃ：やや不十分である

Ａ

Ａ

Ｂ

・総合のような学習は，まだ
まだ地域の達人たる方々がい
らっしゃると思われるので，
人材を発掘してほしい。ま
た，その方が地域の人材育成
につなげていければ，よい成
果が上がる。

・けがが多いので，遊び方や
場所の注意など徹底し，児童
に再確認させると良い。
・家庭での歯磨きがなかなか
できていない状況なので，今
後も連絡ノート等で啓発す
る。
・睡眠時間が短い児童が多
い。発達段階に応じた集団指
導を行っていくと良い。

Ｂ
＜運動推進＞管理職・教職員の役割や専門性を生かし，組織体として健
33 康・安全に関する管理・教育を進め，運動技能を身に付け，仲間と一緒
に運動する楽しさや喜びを味わうことかできるように努めているか。

学校関係者評価（意見）

・栄養教諭による給食の時
間の訪問が増え，食の指導
が充実した。
・朝のマラソンや縄跳びも
あり，休み時間も外で遊ぶ
児童が多い。
・体力テストの結果から，
重点とする運動を体育に取
り入れるように提案でき
た。
・必要に応じたケース会議
をもつことができた。西濃
こどもセンターとの連携も
でき，保護者とよい関係が
できた。
・交流学級と温かな関わり
をもち，その中で学んだり
成長したりすることができ
た。
・１年生と支援学校の児童
との交流がしっかりでき
た。また，誕生会など，教
科学習の他にも参加させて
いただけうれしかった。

Ａ

【人権同和教育】 37 ＜人間関係の構築＞互いのよさを認め合う，温かく思いやりのある人間
関係を形成する指導を工夫しているか。
不合理な差別を
なくし，人権を尊
重するあたたか
い人間関係を醸
＜いじめ・差別の解消＞いじめや差別を許さない学校・学級作りに向け
38
成する。
て全校が一丸となった取組を継続的に行っているか。

※評価欄の記号

・各委員会がキャンペーン
などをし，全校に呼びかけ
ることで，自分たちで直そ
うという意識化ができた。

Ｂ

Ｂ

＜校内支援体制＞管理職のリーダーシップの下，校内委員会や特別支援
34 教育コーディネーター・校内研修等，特別支援教育推進のための校内支
援体制が整備され，機能しているか。
【特別支援教育】
一人一人の教育
的ニーズに応じ，
＜個別の支援＞一人一人の特別な教育的ニーズに応じて，個別の指導計
自立し社会参加 35 画や教育支援計画が作成されるとともに，指導内容や方法，教材教具の
するための基盤
工夫に努めているか。
となる力を育て
る。
＜交流及び共同学習＞特別支援学校や特別支援学級と通常の学級の児童
36
生徒との交流及び共同学習を計画的に行っているか。

【情報教育】
教育の情報化を
推進するととも
に，児童生徒の
情報活用能力を
育成する。

Ｂ

Ｂ

＜進路指導体制＞自己の能力・適性等を発揮する取組が推進されるよう
29 進路指導体制を構築し，児童生徒の発達段階に応じた全体計画や年間指
導計画が整備されているか。（共通）

＜保健・安全・食＞児童生徒の生活習慣や心身の健康状態を的確に把握
32 するとともに，他の教育活動との関連を踏まえて「保健・安全・食」に
関する指導を工夫改善しているか。

Ｂ
Ｂ

Ｂ

来年度の課題と改善策

・どの教科でも，児童が主体
的に学び考えることができる
ような学習活動の展開を更に
工夫していきたい。（課題・
調査・考察・発信・保存）

Ｂ

＜地域ぐるみの生徒指導＞地域における児童生徒の健全育成や児童虐待
28 防止に向けた取り組みなどを支援するとともに，保小中高学校間や関係
機関と連携し地域ぐるみの生徒指導を推進しているか。

成果
・地域に出かけたり，地域
の方に来ていただいたりし
て，意欲化が図れた。
・講師を呼んで，児童の学
習意欲を高め，探究的な活
動になるように仕組んだ。
・総合学習では，問題解決
的な学習を実施し，体験活
動や調べ学習に取り組ん
だ。

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｄ：不十分である

・学校では外で遊ぶ子が多
い。家で遊ばない。ＴＶや
ゲームで過ごす子が多い。下
校中に遊びながら帰ってい
る。家に入ると出てこない。
下校中が一番自然に遊べる時
かもしれない。

