
（様式１）

作成日 令和３年２月　

校長名 後藤　章夫

3.2
◎家庭環境等の事情で、臨時休業中
等の学習に著しい遅れが生じることの
ないよう、個々の家庭の事情に応じた
対策と支援の必要性を感じた。
◎
◎臨休がこれからも考えられる中、オ
ンラインでの授業等も積極的に取り入
れていかれることも期待したい。
◎
◎コロナ禍の中、授業日数を調整しな
がらののご指導、大変だったと思いま
す。

○ウ　各種調査等の結果分析
をしっかり踏まえ、子どもたちの
確かな学力の定着を目指す。全
教職員で共通理解を図りなが
ら、次年度もチームとしての取
組を一層高めていく。

○エ　強化週間の取組を継続す
るとともに、ノート展示等、取り
組みの様子などを積極的に公
開・情報発信し、今後も家庭と
連携を図りながら充実を図って
いく。

学校経営
教育課程

（重点目標）
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3.3
◎ホームページにある「校長室から」
は日々の学校活動の様子がわかりや
すく、大変良いと思います。
◎
◎コロナ禍の難しい状況の中、工夫さ
れて取り組まれており、大変素晴らし
いと感じています。
◎
◎以前より、保護者が積極的に関わっ
ていると感じられる。
◎
◎学校ホームページの【校長室から】
で、日々の子ども達の頑張りや学校内
の様子が写真と簡潔なコメント付きで
連日発信され、学校が身近に感じられ
た。
◎
◎取組や状況など、さらなる迅速な情
報提供を期待したい。

◎今年度は本当にご苦労があったと
思います。ありがとうございました。

○ア　次年度も学校教育目標を
具現化すべく、重点目標を意識
した教育活動を展開していく。併
せて、地域・保護者への情報発
信を積極的に行うことで一層の
理解と協力を得ていく。

○イ　社会情勢を踏まえなが
ら、工夫した取組を進めるととも
に、保護者も含めた地域の方々
の理解と協力を得ながら、教育
活動の充実を図る。

3.2
(3.3)
3.6

◇ 校長の経営方針や年度の重点教
育目標を意識し、教職員が協働意識
を高めながら、全教育活動を推進す
ることができた。

◇ 地域･保護者との連携について
は、例年と同様な取組が困難であっ
た中、様々な面で授業に参加いただ
くなど、ご理解とご協力をいただき、
充実した教育活動の推進につなげる
ことができた。

①学校教育目標達成のために、
教職員の組織力を高め、教育活
動を展開すると共に、地域・保護
者との連携を強め、信頼される
開かれた学校づくりを行う。

3.3
(3.4)
3.5

◇ 児童は落ち着いた環境で学習に
臨んでいる。教職員が同じ方向を向
き、児童の実態を踏まえつつ、学力
向上を目指しながら、日々の授業を
大切に実践を重ねてきた。指導方法
を工夫することを通じて、基礎・基本
の定着に改善が見られる。

◇ 年度当初の臨休があり、家庭学
習の取組の難しい面もあったが、家
庭学習強化週間を２回設け（例年３
回）取組方法や内容について家庭の
理解を得ながら、連携して進めること
ができた。

➁確かな学力を育む教育活動を
展開し、自ら考え進んで学ぶ児
童・生徒を育てる。

学習指導
（自ら学び）
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４．自己評価・学校関係者評価の結果

大項目
学校関係者評価結果及び意見

自己評価評価項目

評価 改善策
取り組み状況と

成果・課題
小項目

※自己評価項目の評価数値～上段：教職員　中断：（教職員昨年度）　下段：保護者

令和２年度　北広島市立　　　　学校　自己評価及び学校関係者評価書及び報告書

（１）確かな学力の定着
（２）豊かな心と健やかな体の育成
（３）特別支援教育の充実
（４）協働による学校運営と教職員の資質向上
（５）学年・学級経営の充実
（６）安全安心な学校づくり
（７）コミュニティ・スクール及び家庭・地域との連携
（８）小中一貫教育の充実・進化
（９）教育環境の整備及び新たな教育課題への対応等
（10）時間外勤務縮減に向けた働き方改革

自分から「進んで学び　粘り強く　挑戦する子」
　　　　　　みんなで「支え合い　高め合う子」　を育てる
（１） 子どもたちにとって魅力のある学校の実現
（２） 学び合う教師集団の実現
（３） 開かれた教育課程の推進～コミュニティ・スクールと小中一貫教育を軸に～
（４）　つなぐ教育の実現～小中一貫教育の充実・進化～

１．学校の教育目標

３．本年度の重点

２．学校経営方針

○えがおいっぱい　ともだちいっぱい
　○　よく考え　進んで学ぶ子　（知）
　　　　※学ぶ喜びがわかり、自ら学び、自ら考える子ども
　○　心豊かで　やさしい子　　（情）
　　　　※善悪の判断ができ、ルールやマナーを守るとともに、友だちを思いやり、お互いに助け合う子ども
　○　ねばり強く　やりぬく子　（意）
　　　　※自分の目標に向かって、ねばり強く最後まであきらめないでやり遂げようとする子ども
　○　健康で　たくましい子　　（体）
　　　　※自らの健康や安全に気をつけ、進んで体を鍛え、たくましい体力をもった子ども
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年４月１日制定



５．今後の方向性についての校長の所見

今年度はコロナ禍により、子どもたちの健康・安全、そして学びの保障に重点をおいた一年間でした。そのため、ソーシャルディスタンスの確保や子ど
もたち同士の意見交流や触れ合いへの制約など、なかなか思うような教育活動を進めることができませんでした。
次年度は、「関わり合いの中で高まる」ことを大切にした教育活動を充実させることが重要だと思います。それが、「できた」「わかった」「おもしろかっ
た」という知的な満足と「先生に褒められた」「みんなの役に立った」「みんなの前で発表できた」など、種々あると思われる情緒的な満足につながると
考えます。学校の核となる教育活動は授業です。コロナ禍において様々な制約を受ける状況ではありますが、GIGAスクール構想の実現によるタブ
レット等のICT機器を有効活用し、授業を中心としながら、児童が学校生活における楽しさ・豊かさを実感し、健やかな成長を遂げることをめざします。

◎大項目１～７全てに対して、コロナ禍における様々な制約により、計画通りに進展しなかったと推察します。児童がこの状況下に健康であったならば、学内及び
地域連携が出来ていたと判断します。
◎今年は、コロナ対応で大変だったと思います。学校の状況がわからないため、このような評価にしました。

生徒指導
道徳教育

（心豊かに）
3

3.5
◎１年生のあおぞら保育園の授業に
参加した折、言葉遣い、態度が素晴ら
しかった。
◎
◎コロナ禍の中、大きな声は出せない
が、しっかりとした会釈のあいさつが出
来ていた。
◎
◎昔遊びやのこぎり学習のボランティ
アとして、子どもたちと交流をしまし
た。後日、子どもたちからお礼の手紙
が届き、参加者一同、楽しく読ませて
いただきました。
◎
◎地域活動が思うようにできず、先
生、子ども達とのつながりが薄れるの
ではないかと寂しく感じています。

○オ　豊かな人間関係を生み出
すのに基本となるあいさつや返
事を高めることを指導の基本と
し、思いやりや仲間意識の向上
など、日常的な指導を全校で大
切にしながら、目標の達成にむ
け学校全体で取り組んでいく。

○カ　今後も地域とともにある学
校を目指し、教育活動の一層の
充実を図り、地域を愛する心や
態度を育成していく。

3.6
(3.4)
3.5

3.1
(3.3)
3.5

◇ 道徳を核とし、教職員一同、全て
の教育活動で自己を見つめ直すこと
や道徳的な判断力の向上を大切に
しながら、日々指導に当たってきた。
児童は落ち着いて学校生活を送るこ
とができている。

◇例年と同様の取組が困難な中、昔
遊びの交流や読み聞かせ、 地域探
検や赤毛米の栽培活動等、多くの
方々にご理解とご協力をいただき、
地域とふれあう教育活動を行うこと
で、児童の地域に対する理解や愛着
は高まっている。

➂豊かな人間性を育む教育を推進
し、心豊かで思いやる児童・生徒を
育てる。

④地域を愛する心と態度・行動力を
育む教育を推進し、やがては地域・
社会に貢献できるような児童・生徒
を育てる。
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3.3
◎校舎内の活動等は見ることができ
ないが、チャレンジランはよく見かけま
す。各自がテーマを持って、真剣に取
り組んでいるのが表情に表れていま
す。とても頼もしいです。
◎
◎危機管理の面も考えられ、体力向
上に努められていてすばらしい。
◎
◎当たり前だった運動会や行事の開
催が難しくなった中、いろいろとアイデ
アを出して頂いていると思います。

○キ　状況を見極め、感染リス
クに配慮しながら、本校の特色
であるチャレンジラン・長縄等の
体力向上の取組を進めていく。
また、新体力テスト等の分析を
行い、授業改善や苦手分野の
向上を図る取組を進めていく。

3.2
(3.1)
3.5

◇ 活動に制約がある中、取り組み
方を工夫し、縄跳び運動やチャレン
ジランなど、体力向上に向けた取組
を行ってきた。
　今後も、子どもたちが進んで体を動
かす意欲が高まるような活動の推進
や、自分の命や健康は自分で守る意
識の向上を図っていく。

⑤心身の健康を育む教育を推進
し、健康でたくましく、きたえる児
童・生徒を育てる。

健康・
安全教育

（たくましく）
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3.2
◎全教職員がそれぞれの持ち場で、
子どもたちを注意深く見守っている様
子がよく理解できました。

○ク　情報の共有を進め、保護
者の理解を得ながら、児童一人
一人のニーズに合った特別支
援教育を推進していく。あわせ
て、地域・保護者への理解を深
めるため、情報発信に努める。

○ケ　中学校との情報の共有な
ども含め、他機関との連携も図
りながら充実した指導を目指し
ていく。

3.1
(3.4)
3.5

◇校内では支援委員会を開催し、個
に応じた支援の在り方について、保
護者の理解を得ながら進めることが
できた。

◇職員会議や終会の中で、児童の
交流を定期的に行うことで、情報の
共有化を図ることで担任任せにする
ことなく、チームとして指導にあたる
ことができた。

⑥児童・生徒個々の発達段階や
ニーズに応じた特別支援教育の
推進・充実に努める。

⑦児童・生徒交流を行い、全教
職員の協力体制のもと指導に当
たる。

特別支援教
育

○コ　社会情勢を鑑みながら、
これまで実践してきたことを土台
に、西部ＣＳと小中一貫教育の
両輪体制で、計画的に取組を推
進していく。

2.4
(3.3)
3.4

◇ 新型コロナ感染症の影響（臨時休
業含む)のため、計画に基づく取組が
できなかったこともあり、職員による
自己評価が低くなっているが、西部Ｃ
Ｓおよび小中一貫教育を通じて、中
学校との連携・協働体制づくりを推進
してきた。特に令和３年度の小中一
貫サミットに向けての取組では成果
を上げることができた。

⑧小中の接続が円滑に行えるよ
うに、連携及び一貫教育の推進
に努める。

小中一貫教
育
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3.6
◎ソクラテスミーティングは、今後も継
続していただきたい。
◎
◎ソクラテスミーティングは、毎年、新
聞報道がされるほど地域の関心も高
く、参加した子どもたちや保護者の皆
さんにも好評だった。事業の継続を望
みます。

◎コロナ禍にありながらも地域の取組
に応じていただき、感謝しています。

○サ　次年度も保護者や地域
の理解と協力を得ながら、児童
一人一人が、将来を「強く、たく
ましく生きる」力を養う視点で
キャリア教育を推進していく。

○シ　保護者や地域にご協力い
ただき、地域の教育力を積極的
に活用して、子どもたちの学び
の質を向上させていきたい。

3.1
(3.3)
3.5

◇「総合的な学習の時間」を中心に
ねらいに沿ったキャリア教育を進め
てきた。「夢ノート」等も活用し、自分
を見つめ、将来に向けての夢や希望
を抱く児童が増えてきている。

◇今年度から小学校でも開催してい
ただいたソクラテスミーティングなど、
地域の皆様に支えられ、子どもたち
は専門的な知識や技能を学ぶなど、
貴重な学習機会を得ることができ
た。

⑨環境･福祉･人権･平和教育を
充実するために、学校を取り巻く
教育環境や地域の教育力を生
かしながら思考力･判断力･表現
力そして実践力を育てる。

⑩勤労観・職業観を育み、自己
実現に向かう態度を育てるキャ
リア教育の推進。

学校設定項目

(特色ある教育
活動）
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3.4
◎コロナが早く終息し、子ども達が本
来の学校生活が送れる事を願ってい
ます。
◎
◎本年度の北海道社会貢献賞の受賞
は、これまでの取組の成果だと思いま
す。
◎
◎withコロナの時代、これからもアク
ティブで柔軟な対応に期待していま
す。


