
中項目 小項目 具体的評価項目・指標 評価の観点・理由 課題・改善方策

①　教育目標の設定
児童の実態や家庭、地域の願いとつながる、具体的目標を設定
する。 A

②　教育計画の作成
前年度の振り返りを生かし、教育目標実現につながる地域に根
ざした「特色ある学校づくり」に向けた計画を作成する。 A

③　教育課程の編成
学習指導要領に基づき、めざす児童像を明確にした上で、児童
や家庭、地域の実態に応じた教育課程を編成する。 A

④　教育活動の評価
計画、実行、評価、改善が一連の流れとして取り組まれ、次年
度の計画に生かされている。 A

①　学習指導計画の立案 各学年の児童の実態に応じた学習指導計画を立案する。 A

②　学習内容の精選
自分の考えを言葉や絵で表し、「考える」[伝え合う」活動を
大切にした学習内容を精選する。 A

③　指導方法の工夫改善 ICTや具体物を活用し、教材や考えの「見える化」をする。 A

④　評価
多様な考えを交流できる場の設定をする。すべての教科で主体
的・対話的で深い学びをめざし、判断力や思考力・表現力を評
価する。

B

①　指導計画の立案 コロナ禍における特別活動の意味、行事の在り方を考えて立案
する。 A

②　学級活動・学級経営
自分たちの学校生活において、課題を確認して、意見を出し合
う中で解決方法を見出していく力をつけさせる。 A

③　学校行事 コロナ禍において、行事を精選する、できる方法を考えるなど
して、その目的達成に向けて取り組んでいく。 A

④　児童･生徒会活動の活性化
児童数が減る中で、いかに効果的に委員会を運営するか検討す
る。子どもたちが主体的に年２回の代表委員会に取り組む。 B

⑤　クラブ・部活動の活性化
回数が限られる中で、内容を精選し、効率よく取り組んでい
く。 A

①　人権教育指導計画の立案 学校教育目標実現につながる具体的な計画を作成する。 A

②　学習内容の精選 これまでの実践された記録をもとに、子どもの実態に合った教
材を選択して取り組む。 A

③　指導方法の工夫改善
価値観の押し付けにならないように、子どもの体験にもとづく
多様な考えを引き出し共有する。 A

①　組織的な特別支援教育 校内委員会やケース会議などの推進の充実を図る。 B

②　個別の指導計画の策定 児童の実態に即した指導計画を立てる。 A

③　個別の教育支援計画の策定
保護者・児童の願いや思いを聞きとり、先を見越した支援計画
を立てる。 A

④　指導方法の工夫改善
児童の実態に合わせて、スモールステップで楽しみながら学べ
るよう、指導方法や教材を工夫する。 A

⑤　家庭との連携 連絡帳や懇談会などで、細やかに児童の様子を伝えられるよう
にする。 A

⑥　関係機関との連携
スクールカウンセラーやアドバイザーの先生に児童の様子を
しっかり伝え、アドバイスを指導に生かせるようにする。 A

①　組織的な生徒指導
児童の規範意識の育成を図る。学期に１回以上生徒指導部会を
開き、児童の様子を交流し、職朝や職員会議などで共通理解を
徹底させる。

B

②　問題行動の指導
担任だけでなく、全教職員全体で指導にあたる。児童の様子を
見とったり、環境を整えたりして、問題行動が起こる前の取組
に力を注ぐ。

A

③　教育相談・児童生徒理解
ＳＣ・宇陀市特別支援教育指導員と連携し、児童の指導にあた
る。事例によっては、保護者も含むケース会議などを実施す
る。

A

④　家庭との連携
児童の実態をつかみ、密に家庭と連携するように教職員で共通
理解する。場合によっては、保護者と話し合った内容を報告し
てもらう。

A

⑤　関係機関との連携
スクールサポーターと連携し、指導にあたる。不登校等の課題
については、市の関係諸機関と協力して、その子の居場所を探
る。

A

①　組織的な進路指導 学校全体でキャリア教育に対する共通理解を図る。 B

②　勤労観・職業観に関する指導 身の回りの仕事や環境への関心・意欲の向上を図る。 A

③　指導方法の工夫改善
自尊感情を高め、他者との関係を深めるとともに集団の中で自
己を生かすことができるよう指導を工夫する。 A

④　家庭との連携 衣食住や生活に関心をもたせることで家族への所属感を高め、
家庭で自分ができる仕事を実行できるように促す。 A

⑤　関係機関等との連携
地域教材の使用や、地域の方の仕事に触れる機会を通して、具
体的事例からのキャリア教育を進める。 A

①　食育の全体計画の立案
望ましい食生活と食習慣を身に付け、健康管理を自らできるよ
う、計画を立案する。 A

②　学習内容の精選
地域で作られた物に関心をもち、生産者・調理者への感謝の気
持ちを忘れずに食べ物を大切にできるよう、学習内容を精選す
る。

A

③　指導方法の工夫改善
楽しく食事ができるよう、学級の実態に応じて、給食当番の方
法や食事マナーなどを工夫する。 B

A

・感染症対策のため、各学年で黙食を徹底した。年度当初の職員会議
で、配膳準備時の衛生や当番の服装・後片付けについて共通理解し、給
食指導にあたることができた。

・1学期２学期の学期末に生徒指導部会を開き、課題等を交流
し、職員会議でも全職員に伝えて指導にあたった。服装等で気
になることは、下校会で子どもたちに直接伝えた。

人権課題に合った教材を準備する。ファイルを元に昨年度の取
組を確認するなどして、教材を選択することができた。

(8)食育
・毎月、なかよし献立についての啓発動画を視聴し、地域の特産物や食
文化・地産地消について学ぶことができた。毎月の給食だよりを活用し
て、地場産物についての関心を高めた。

A

・気になる児童についてケース会議をもち、実態の交流や今後
の取り組みについて話し合いができた。

・ＳＣや市の教育相談員に授業を参観してもらっている。会議
等では子どものことを共有している。場合によっては、ケース
会議を開催し、学校として検討し取組に生かしている。

人権を確かめあう日を中心に､様々な人権課題に応じた学習を計
画する。また、系統的な学習が行えるよう学習内容をファイリ
ングしていく。会議をはじめ通信や確かめ合う日の原稿等で共
通理解を図った。

・各学級において、子どもの実態に合わせて取り組んできた。
学級ごと計画・準備をして取り組めた。

・児童の実態をスクールカウンセラーやアドバイザーの先生に伝えアド
バイスを受け指導に生かすことができた。

学校評価

令和４年度　宇陀市立榛原西小学校　学校自己評価書（教育活動）  「重点目標」「評価のための指標」

・地域教材を用いて地場産物について、児童の関心を高め
ることができた。
・給食委員の放送やなかよし献立のDVD、給食だより等で食
への関心を高めることができた。
・黙食を、徹底できないことがあった。
・給食センターの方などが工夫して取り組まれている内容
を、学級で十分に子どもたちと学ぶ時間がとれていない部
分がある。

・児童の実態に合う教材や指導法を模索したり話し合ったり
し、実践に生かすことができた。

(7)進路指導
   キャリア教育

A

・各学年で、地域で働く人から知識、体験の学びを得て、
仕事、労働への関心を高めることができた。

・キャリア教育について、本校の児童の実態として「自尊
感情を高める」という課題に向き合いながら取組を進める
ことができた。

・道徳や総合学習の時間に、自己理解や他者理解について
の取組ができた。

A

・年度当初に職員会議において、各学年の目標や各教科におけ
るキャリア教育について共通理解を図った。

(6)生徒指導

(4)人権教育

(5)特別支援教育

A

・家庭訪問や電話、学年通信等で子どものがんばりを伝える
他、子どもの様子で気になることがある時には、保護者に伝え
るとともに協力しながら取り組んでいる。

・毎月の「人権を確かめあう日」の取組は、全校同じテーマで児童
が様々な人権課題に触れ、自分を見つめる機会になっていた。
・みんなの広場の運営を児童が主体となり進めることができた。
・今までに取り組んだ教材等をファイリングしたものがあり、指導
や授業づくりに役立てることができた。
・通信で他学年の取組を知ることができ、指導の幅を広げることが
できた。
・従来の方法に固執することなく、より良い取組になるよう教育活
動が進められた。

研修や通信等を活用して他学年の取組を紹介して多様な指導法
について共有できるようにする。学び合いを取り入れ、児童た
ちが話し合う中で課題解決する場面が見られた。

・生活アンケートを実施し、課題を全職員で共有し、組織的に指導
することができた。
・会議等で何か提案するときは、部会で集まったり、文書を読み
あったりして共有するなど部会で協力して取り組めた。
・職員会議で児童理解の時間を設けているので、全校児童の実態や
様子がよく分かり、課題や改善点を共有できた。
・ＳＣとの連携がしっかりとれているので、安心して児童の指導に
あたれた。
・西小４つの約束の推進に向けて取り組んではいるが、不十分な取
組になっていると感じる部分がある。
・職員会議や職員朝の会で服装の規定等の共通理解を図ることはで
きていたが、児童へ声掛けについては温度差を感じることがあっ
た。

・長期休業などの時間がある時に率先してお手伝いをするよ
う、夏休み・冬休みのくらしを活用し、自分ができる仕事を実
行できるよう促した。

・週に１度の全学年集まっての自立活動の時間を来年度も
設定し、行っていく。

・複式での授業も実施できるように検討していく。

・特別支援の専門性を高め、それを生かした指導の充実を
図っていく。

・生活の様子についての改善については、日常的に課題を把握し、
子どもたちが課題意識をもてるように声かけをしていく必要があ
る。特に、「４つのやくそく」が守られるようなることで、自尊感
情が養われ、意欲も高まるものと考える。
・持ち物や服装の乱れについては、教員が気をつけて子どもたちを
見つめていくことが大事である。休み時間や朝の会、帰りの会で伝
えていくことが必要である。また、学校全体として生徒指導部が中
心となり、持ち物チェックなどの実施を検討していかなければなら
ない。
・服装などをはじめとする校則については、子どもの生活様式の変
化や多文化共生、保護者の意識、宇陀の寒さなどの地域性もあり、
思考停止をしないように注意していきたい。

・連絡帳や懇談会などで児童のがんばりや気になることをその
都度伝え、その後の指導に生かすことができた。

・消防学校・宇陀市中央図書館・福角農園・宇陀化成の見学や
サンクシティオークワでの買い物体験、バスの乗り方教室、交
通安全教室を行い、地域にある仕事について関心を高めた。

・１、２学期に特に職員全体で共通理解・取り組みをしなけれ
ばならないようなことは起こらなかったが、何かが起きた時に
は全教職員で共有し、状況を把握して対応してきた。

・学期ごとに振り返り、児童の実態に合う指導計画を立てるこ
とができた。

・桜井警察署スクールサポーター、学校評議員の方が来校して
いただき、子どもの様子を見ていただいた。

・食育推進計画を立案し、年度当初の職員会議で共通理解し
た。特別活動（学級活動等）とも関連付けながら立案すること
ができた。

・人権部の教師が順番で人権を確かめあう日の原稿を考えること
で，さまざまな視点で人権問題を捉えることができた。来年度も同
様に行っていきたい。
・今後も人権を確かめあう日をはじめ，人権課題にあった教材を準
備していく。各学年の重点教材を設定し，人権教育年間計画を作成
すれば系統立てた指導が積み重なっていくように思う。
・価値観の押しつけにならないよう，教師自身が現在の人権問題に
敏感になり，情報を更新していく必要があると思う。今年度同様，
研修や通信等で多様な指導法を発信していけたらと思う。

・人権学習活動を通して自分や他者のよさを認識し、自分らし
く生きることの尊さを感じられるよう指導を行った。

・何事にも受け身で発想力・行動力が弱い児童が多数見られる実態
から、学習内容や日常の問いかけの中で、「主体的で深い学び」を
どれだけ意識してできているか再確認していく必要がある。
・ペアやグループ学習の中でじっくりと考え、自己表現ができる場
面を多く設定し、豊かな発想を促進しそれを認め合える教材・学級
づくりをめざす。
・意見交流や表現活動での更なるICT活用の推進と共に、ICT教材を
自分で選択できる力や、情報の精選、ICT使用の規律の徹底など、
機器に慣れ親しみながら自分の学習に繋げていく指導をしていかな
ければならない。

・タブレットを活用することで、具体物を使わずに図や絵を活
用して思考することができた。
・思考が止まってしまう児童にとっては、友達の考えをタブ
レットで共有できることで思考の助けになった。
・タブレットで問題解決学習や観察、運動の様子などを記録す
ることで、ファイリングして整理する力やそれらの資料をもと
にして話し合い活動をする力が向上した。
・ペアやグループ学習の中で自分の考えを整理することで、全
体の場で自分の考えをまとめて表現する力が向上した。

A

・コロナの感染状況をふまえて、積極的に社会見学を行っ
ていく。

・教科や発達段階に合わせて、地域の仕事や職業について
の学習を行っていく。

・長期休業前や状況に合わせて、生指主任より休み中の過
ごし方について話をし、各担任から「夏休みのくらし・冬
休みのくらし」を活用して、決まりを守れるようにする。

・定期的にスクリーニング会議を実施し、児童の実態を共
有することで多角的に児童を理解することができた。
・特支担任を中心に教員同士が連携し、支援計画に基づい
た支援を行えた。
・児童の実態に合わせて、指導方法・教材を工夫すること
ができた。
・複数の教員が１人の児童の成長を支援することができ
た。
・連絡帳や懇談等で毎日、学校での児童の様子を保護者に
伝えることで、家庭や関係機関と連携することができた。
・ＳＣや特別支援アドバイザーの先生からのアドバイスを
指導に生かすことができた。

・地域教材を用いた食育指導を継続し、食への興味・関心
をより高める。
・黙食について、放送やポスターで啓発する。学級では、
黙食の意味を改めて確認し、その都度声かけを行い、意識
付けをする。
・栄養教諭と連携した食育指導を行う。学期に数回、給食
時に来校してもらい、その日の給食の工夫や特色等につい
てお話してもらう。

・見学や聞き取りを通し、働くことの意義について、理解を深
めた。

・ICTを活用して意見交流したり表現したりすることで、児
童がより多様な考え方に触れることができ、深い学びに繋
がっていた。
・タブレットの有効活用の研修が進んだ。
・自分の考えをまとめて表現する機会が増えた。
・タブレットを効果的に使い、児童の主体的な学びに生か
すことができた。

・校長講話や学校通信「榛西小だより」などで、繰り返し
様々な角度から教育活動やその目的などを真摯に伝えてい
きたい。そのためにも教育目標と目指す児童像を教職員で
具体化や共有化を図っていくことで、目標に近づくことが
できる。
・総括と学校評価を一体化し、PACDサイクルを職員全体で
意識して進めることで、改善点が焦点化されるとともに、
年度初めの流れが円滑に進む。

(2)学習指導
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(3) 特別活動

・支援計画作成時に児童や保護者の話をじっくり聞き、計画に
生かすことができた。

・子どもたちの学校生活を彩るという特別活動の目的を踏ま
え、十分にコロナ対策を練りながら実施することができた。

・これまでの学校行事の目的とコロナ対策を意識し、可能な範
囲で取り組み、子どもたちの成長につながった。

・委員会では、人数の減少に伴い、出来る範囲で取り組んだ。
コロナ禍で代表委員会は実施できなかったが、各委員会で児童
たちが積極的に様々な取組を行うことができた。

(1)教育目標
   教育課程
   学校評価

・「特色ある学校づくり」をキーワードにそれぞれの先生
が自分のできることを考える機会もたくさんあり、実践に
つなげている。
・全校朝会や通信等で教育目標に関わる啓発ができてい
た。
・地域の方々と繋がりをもちながら、教育活動を進めるこ
とができた。
・全教員で振り返りを行うことで、次年度の改善点を共有
できた。

評価

A

教育目標

運営方針

前年度
の成果
と課題

大項目

・委員会、クラブ活動では、少人数のメリットを生かして
今年度同様に取り組んでいく。
・継続して感染症対策を講じながら、学校行事を実施して
いく方向で進めていく必要がある。ICTの活用を検討し、で
きる限り児童が参加できるようにしていきたい。
・学年を超えて話し合う機会は大切だと思うので、形態を
工夫して代表委員会も実施していきたい。

・委員会、クラブ活動では６年生を中心に児童が主体的に
活動する様子が見られた。
・少人数の中で、一人一人が役割に責任をもち、活動する
姿が見られた。
・コロナ対策をしながら、少人数の本校の良さを生かして
様々な行事をこれまでと同様に行えた。
・コロナ禍で代表委員会を開くことができなかったので、
今後はあり方を考える必要がある。

・各クラブにおいて年間計画を綿密に立てることで、子どもたちが楽しめ
る、有意義な時間として取り組むことができた。

人権尊重の精神を基盤として、自ら学び、豊かな生活を創る、心身ともにたくましい子の育成

西小4つの約束を設定し規範意識や思いやりの心を育てたり、地域との結びつきを大切にして連携したりすることができた。生き生き
とした心で日々子どもたちと向き合ってこそ、学校が子どもたちが生き生きと過ごせる場になる。ICTなどの教育手法も取り入れなが
ら教職員の働き方改革と主体的な学びにつながる授業改善を進める。

日本国憲法、教育基本法、学校教育法に示された教育の理念と県及び市教育委員会の教育方針等をふまえ、教育公務員としての自覚に立ち、学校
愛・教育愛を基調とした教育を推進し、創意に満ちた明るく生き生きとした校風づくりに努める。

・地域や保護者が願う児童像をつかみ、目指す児童像を明確に
して学校の教育目標を設定している。
・地域のもつ特色や歴史や文化・人に出会い子ども達が学べる
よう教育計画を立案している。
・教育目標を具体化した教育計画を発達段階に応じて作成し、
各学年の学習の中で工夫して進めることができている。
・それぞれの教育活動について、振り返りを行い次年度の改善
につなげている。

本年度
重点目標

・子どもたちの良き感情をはぐくみ、笑顔あふれる学校づくり
・「わかる」「考える」授業づくり
・家庭・地域とともにある学校

取組と成果



学校名【　宇陀市立榛原西小学校　】

大項目 中項目 小項目 具体的評価項目・指標 取組と成果 評価の観点・理由 課題・改善方策

①　校長のリーダーシップ
校長は、自らの教育理念や学校運営について
の考えを明らかにしている。 B

②　学校経営目標・方針
全職員に分かりやすい目標と方針が明確に示
されている。 B

③　教職員の適正配置と
　　運営への参加意識

教職員の適性・能力に応じた校内人事や校務
分掌の分担がされ、教職員が意欲的に取り組
める環境となっている。

A

④　校務分掌等の連携　
各分掌や各学年の連携が円滑に行われ、有機
的に機能している。 A

⑤　会議の運営
職員会議をはじめ各部会が、情報交換と課題
検討の場として機能している。 A

⑥　会議の結果
会議の結果が教育活動や学校運営に生かされ
ている。 A

⑦　職場の人間関係
教職員間の相互理解が十分にされ、信頼関係
のもとで教育活動を行っている。 A

⑧　働き方改革
業務改善を進め、生き生きと子供に向き合う
環境作りをしている。 B

①　研修の組織･計画･実施
学年部に分かれた校内研究組織が確立し、計
画的に研修が行われている。 A

②　校内研修
校内研修が教育実践に役立つような内容に
なっている。 A

③　授業研究
教員の間で授業方法について検討する機会を
積極的にもっている。 A

④　研修成果の普及
研修会・研究会に参加した成果を他の教職員
に伝える機会が設けられている。 B

①　学校保健計画の立案 学校保健目標に沿って、計画し、立案する。
・学校保健計画を立案し、年度当初の職員会議で共通理解を
図った。保健教育とも関連付けて立案し、毎月のほけんだよ
りの内容に活かすことができた。

A

②　心のケアや健康相談体制の整備

保健室来室者と丁寧に関わり、心の状態を汲
み取る。ほけんだよりで、心の健康について
発信する。

・学校保健委員会で心の健康について取り上げ、講師の先生
からご講演して頂いた。アンガーマネージメントについて、
家庭に発信することができた。

A

③　健康観察、健康管理能力の育成

校内巡視を行い、健康観察に努める。「健康
観察表」を活用し、自身の健康に興味・関心
をもたせる。

・毎日の健康観察,校内巡視を徹底した。「健康観察表」を
活用して、自身の健康に興味・関心を持たせ、自己管理能力
の育成につなげた。

A

④　学校給食の衛生管理
給食中の清潔な身だしなみや服装・感染症対
策を徹底し、衛生管理指導を行う。

・全学年、感染症対策のため、手洗い,消毒,健康観察,黙食,
喚起を徹底し、学校給食の衛生管理に努めることができた。 B

⑤　関係機関との連携
日々の教職員間での連携はもちろん、その他
関係機関との繋がりも大切にする。

・気になる子どもについて、職員会議やケース会議にて情報
交換することができた。ＳＣや通級担任との繋がりも深める
ことができた。

A

①　危機管理体制の整備
緊急時対応組織編成や、マニュアルをもと
に、迅速な対応ができるようにする。

緊急時体制・対応について、地震や火事の避難訓練、不審者
に対する緊急避難訓練を通して再確認することができた。 A

②　学校防災計画の立案
安全教育計画を作成し、それをもとに避難訓
練、引き渡し訓練を実施している。

地震や火事の避難訓練や、不審者に対する緊急避難訓練を実
施し、避難経路や手順等を確認することができた。 A

③　安全指導の工夫改善
避難訓練や引き渡し訓練を実施し、児童の安
全に対する意識を高めるようにする。

避難訓練や、下校指導を通して児童の安全意識を高めること
ができた。 A

④　家庭との連携
家庭と連携を取りながら、登下校時の安全を
図っている。

学期はじめと学期終わりに下校指導を行った。また地域の方
には毎朝バス停での見守りをしていただいている。 A

⑤　関係機関との連携
消防署や警察署と連携を図り、指導に生かし
ている。

消防署と連携し、救命の基礎やプール指導の留意点につい
て、教員の研修を行った。 A

①　学校情報の発信
学校だより、ＨＰ、学級通信などで教育活動
を地域や保護者に伝えている。

・学校だよりを毎月発行し、ＨＰにも掲載した。学級通信も
学年により差はあるが、多数発行し、クラスの様子を保護者
に伝えた。

A

②　学校(授業)公開
授業参観、運動会等の行事で、学校の取り組
みを公開している。

・新型コロナウイルス感染症の影響で５月の学習参観は中止
となったが、その後の学習参観、運動会等は予定通り実施で
き、取り組みを公開することができた。

A

③　家庭・地域との連携
図書館整備や放課後学習支援授業など地域
コーディネーターと連携し、地域パートナー
シップ事業を活用した活動を行っている。

・米作りの体験、お話会の開催、放課後学習支援授業など地
域パートナーシップ事業を活用した活動を行った。また、地
域から声をかけていただき、児童の作品を地域のイベントに
出品した。

A

④　ＰＴＡの活性化
ＰＴＡ本部役員会を月に1回実施する。
総会、美化奉仕作業、資源回収等ＰＴＡと連
携した活動を行っている。

・新型コロナウイルス感染症の影響で、総会が書面審議と
なったり、美化奉仕作業が中止になったりしたが、ＰＴＡ本
部役員会を月１回実施し、ＰＴＡと連携した活動を行った。

A

⑤　校種間連携
幼保小連携のため、教員、児童、園児が交流
する場を設けている。

・幼保小連携の担当教員を決め、連絡を取り合い、児童と園
児の交流する場を設けた。 A

⑥　学校評議員の活用
学期に１度は学校評議員会を開催し、学校評
議員の意見を集約している。

・学期に1度ずつは学校評議員会を開催し、授業の様子を見
て意見をいただいた。 A

①　教育環境の整備
安全な学校生活を保障するため、定期的に安
全点検を行う。

・安全点検実施後、業者や市教委に危険箇所の修繕依頼をし
た。予算要求の依頼箇所も工事をしていただいた。 A

②　教材教具の整備
職員の意見を聞き、教材・教具の整備を計画
的に行っている。

・職員からの購入希望に添って、備品を購入した。 A

③　教材教具の管理
学習効果を高めるため、教材教具を活用しや
すいように整理整頓し管理するよう心がけ
る。

・備品点検を行ったり、整理整頓を呼びかけた。 A

①　公文書の収受・保管
宇陀市学校文書分類に則したファイルに、校
務分掌担当者が公文書を適切に管理する。

・公文書が多岐に渡り、書類名等の変更もあって、文書分類
表を見直し、適切な保管について周知した。 A

②　公文書の作成
校務分掌担当者は、文書作成の期限を厳守す
る。

・期限厳守を心がけるが、業務量増や急な感染予防休暇等も
あり完全とは言えない。 B

③　個人情報の管理・保護
個人情報の取り扱いには十分注意し、情報漏
洩がないよう適切に管理する。

・個人情報のあるものはシュレッダー使用を指示し、保管期
限のあるものは適切に管理している。 A

・適切な文書管理について、共通理解を図ることができた。

・公文書を適切に保管し、だれが見ても分かるように管理さ
れていた。

・文書内容が多岐にわたってきているため、誰が見ても分か
るような管理を今後も心がける。また、データ保管するもの
も増えていくので、保管について共通理解を図る必要があ
る。

A

・年間を通して部会研修の計画を立て、教職員同士で情報共
有できる環境を作る。

・教科担当のファイルをまとめておける場を準備する。ま
た、データでの資料があれば、PC内に保存していくことに
よって、研修で学んできたことを誰でも見られるような環境
作りをおこなう。

・研究主題に迫れる手立てとなるような研究通信等の発行を
計画的に行っていく。

・気になる児童について、養護、担任等適切な連携ができてい
た。
・学校保健委員会の「アンガーマネジメント」は、保護者の方の
子育ての一助になる機会であった。また、自分がとってきた行動
や考えを改めて見直す機会となった。
・委員会活動で、心の健康についても取り組むことができた。
・給食を教師で配膳したり、非接触手指自動消毒器を使用したり
して感染対策を行った。
・健康観察表の検温については、記入漏れがあっても学校で対応
し徹底することができた。
・保健室が、児童にとって心の元気を取り戻す場所にもなってい
る。
・感染症対策について、その都度全体で検討し臨機応変に対応す
ることができた。しかし、黙食等については、児童に声掛けはし
ているが以前とくらべ徹底しきれていない部分があった。

・子ども・保護者・地域・教職員の実態に合った学校保健委
員会を計画する。

・今後も感染症対策について、教職員全体で協議・共通理解
を図りながら対応していく。

・朝の健康観察を毎日丁寧に行い、自分の体調を把握するこ
とのできる子どもを育てる。

・給食時の黙食・手洗いについて、ポスターや放送で啓発す
る。学級でも、給食時の感染症対策について再度確認をし、
意識付けを行う。

・地域の方に、もっと本校の少人数での学びの良さを学校だ
より等でアピールしていきたい。

・幼小中の連携では、管理職や担当以外も交流できる場を工
夫して作っていきたい。

・定期的に安全点検を行った。担当場所を変えていくことで、全
職員の視点で危険個所がないか確認できた。
・安全点検の結果を市教委に報告し、迅速に改修できるようにし
た。
・予算の中で必要に応じて備品を購入し、活用しやすく管理し
た。
・思いついたときに必要な備品を書き込む一覧表が作られ、漏れ
落ちを防ぐ手立てができた。
・教材・教具が整頓されていて、学習指導に活用することができ
た。

・全教職員の目で安全点検を行うことで、小さな危険にも気
づくことができるため、定期的な点検を継続し、迅速に対応
する。

・教材・教具の不足等がわかりやすく、また活用しやすくす
るため、整理整頓を維持していく。

・あらゆることを想定した訓練を計画し、実施することで、
児童、教職員ともに危機意識が向上した。また、詳細な計画
となっていたので、的確な訓練を実施できた。
・消防署の方と連携してマニュアル等を作り直したことで、
緊急時の対応について、再確認することができた。
・下校指導や日々の保護者からの意見をもとに、児童が安全
に登下校できるように取り組むことができた。

・小さなことでも、情報交換しやすい雰囲気があり、全職員
で子どもの理解に努めることができた。

・休みとされている日でも、後のことを考えると出勤せざる
を得ない状況の時がある。

・業務改善について、仕事が大きく増えたことはないが、何
か削減されたこともないと感じる。

・学校目標が多岐にわたっているので、１つ１つを徹底する
ことが難しい。

・日々の学級経営や学校行事などについて、率先して管理職
が把握するように努める。また、教職員がお互いの教育活動
を知る機会がもてるように意識して、声を掛け合う職場作り
に努める。

・社会的要請に応じて、学校目標が多岐にわたること、また
学校で見えてきた子ども達の教育課題が、校内だけの関係性
にとどまっていないことなどから、教職員への負担も大きい
と感じている。優先順位や校務一つ一つの力を入れるべき点
を明確にする作業を通して、業務の効率化を図ると同時に負
担の均等化を進める。

・主体的な働き方ができることが、生き生きした自己実現に
もつながりやりがいある仕事として子ども達の教育効果にも
良い影響を与えると考える。教職員の働き方改革という視点
で業務改善を進める。

・ICTを使って会議を精選し、会議の時間を減らす。

・現在課題となっているＩＣＴ教育の推進を研究課題として
取り組めた。

・各部会で活発な話し合いができた。また、話し合った内容
を日々の実践に役立てることができた。

・研究授業に向けて、授業方法等を計画的に検討、準備する
ことができた。

・ＩＣＴ（タブレット）の活用について、多くのことを学べ
た。

A

A

A

・来年度もマニュアルや計画の見直しを行い、緊急時の対応
を錬磨してい　く。
・引き渡し訓練の反省から、保護者を交えて訓練を行い家庭
と連携した取組を検討していく。
・警察署と連携し、不審者対応に関する職員の研修の機会を
図り、職員の危機意識の向上に努める。
・来年度も下校指導を行い、地域・家庭の協力のもと、登下
校の安全を図りたい。

・学校だよりや、学級通信、タブレットのクラスルームを活
用して日ごろの学校生活の様子を発信できた。

・図書館整備、放課後学習支援等、多方面で地域の方に協力
していただき、地域と学校が一体となって、教育活動に取り
組むことができた。

・幼保小連携では中休みに全校児童と２回、行事として１年
生と１回、５年生と１回、計４回交流することができた。
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(1)組織運営

(2)研究・研修

(3)保健管理

A

(4)安全管理

A

・年度初め計画した研修計画や研究主題について
共通理解をして研究をスタートすることができ
た。
・研究主題に関わって講師を招聘し、授業研究の
手立てとすることができた。また、年度途中で計
画の変更はあったが、部会研を研究授業の直前だ
けでなく、年間を通して定期的に取ることで、単
元計画を立てて研究主題に迫ることができた。

・学校教育目標に沿った学校運営に関する考えを
示し、全職員と共有した。また、保護者・関係者
や地域に向けて学校だよりなどの機会を使い本校
の教育の考えや思いを伝えている。

・校務分掌では、それぞれの担当が主体的に業務
を進め、先生方との連携をとりながら円滑に進め
てくれた。

・職員会議の後に、児童に関する情報交換の時間
を取り、必要な事については検討や助言等がなさ
れ、学校職員全体で共有できている。

・全教職員が、自身の勤務について各自が振り返
る機会をもち、ワークライフバランスについて意
識しながら業務改善に努めている。

(5)保護者・
   地域との連携

(7)情報管理

評価

A

(6)教育環境整備


