
平成２７年度  北広島市立大曲小学校 自己評価及び学校関係者評価書及び報告書 
 

作成日 平成２８年１月１９日 

校長名 横 藤  雅 人 

１  学校の教育目標 

 

おもいやり (徳)  おちつき(知)  まっすぐ(意)  がんばる子 (体) ほこりをもってみんなで進む  

 

２  学校の経営方針・本年度の重点 

（１）自尊感情を育む（２）すべての子への基礎学力の保障（３）規律やマナーの定着（４）

（５）研修校務の整理と合理化 

 

３  自己評価・学校関係者評価の結果 

分 野 評 価 項 目 

自 己 評 価 
学校関係者評価結果 

及び意見 取り組み状況と 

評価・課題 

評 

価 
改 善 策 

１ 

学校経営 

教育課程 

(重点目標) 

学校教育目標達成へ向

けて、職員が一丸となっ

て取り組んでいる。 

学校の教育目標が新しくな

り、子供たちに親しみやす

い文言になったため日常的

に意識できるようになって

きた。 

Ａ 

3.6 

さらに目標達成のため

に目指す具体的な姿を

職員全体で共通認識す

る。 

子供たちが変わってき

た。学校の努力だと思

う。Ａ評価でよいと思

われる。 

研修の充実が図られ、

子供にあこがれられる大

人に育ち合う風土が醸

成されている。 

日常の授業改善のための研

修や近隣校との合同研修

会、研修発表会の取組を通

して充実させることができ

た。 

Ａ

3.5 

今年度の取組をベース

に、より細部にわたっ

て日常実践の向上に結

びつく研修を行う。 

発行された本を見て

も、先生方が研修を積

み重ねていることがわ

かる。Ａ評価でよいと

思われる。 

チーム力を高め、柔軟

に協力し合う職員集団と

なっている。 

校務分掌組織を改革した

が、さらにチーム力が高ま

るよう計画的に進めていか

なければならない。 

Ａ

3.2 

「いつまでに」「なに

を」「どのように」とい

う見通しをもてる手立

て及びその報告・評価

のシステムを確立す

る。 

初任の先生が育ち、学

校の努力は伝わってく

る。Ａ評価でよいと思

われる。 

年３回のＧＰＡＣ評価を

生かした柔軟な改善が

図られている。 

特別支援教育や校外生活指

導の項目が１年を通して低

評価であったので、具体性

をもった改善策を提示して

いく。 

Ａ

3.3 

改善のための道筋を明

確にし、特別支援教育

の周知などできること

から素早く取り組む。 

学校便りに課題を掲載

したり学校はよく取り

組んでいる。家庭の問

題が大きいと思う。Ａ

評価でよいと思われ

る。 

保護者・地域への良質

で効果的な情報発信が

なされている。 

一部ホームページが停滞し

てしまった。 

Ａ

3.5 

市で共通の形式になっ

たのに伴いリニューア

ルしたが、更新を着実

にするため担当を柔軟

に考える。 

どういう見方をするか

は保護者や地域の問題

なので、学校はしっか

りと情報発信をしてい

る。Ａ評価でよいと思

われる。 

２ 

道徳教育 

生徒指導 

 

一人一人の違いを認め

合い、いじめを許さない

風土が醸成されている。 

いじめアンケートや全校思

いやり集会等の取組を通し

て、思いやりの心を育む指

導に取り組んだ。さらに子

供同士のつながりを大切に

した学級づくりを全職員で

Ａ

3.4 

予防的な学級経営を行

い、日々起こる問題に

対して、生徒指導担当

や特別支援コーディネ

ータがよりリーダーシ

ップを発揮し、保護者

これからもいじめの予

防・早期発見・起きて

しまったときの素早い

対応など適切に策を講

じてほしい。Ａ評価で

よいと思われる。 



行う必要があった。 とも連携して速やかに

できるようにする。 

児童理解に努め、個に

応じた指導が図られてい

る。 

全職員による生徒指導交流

会の場を設ける等、児童理

解と個に応じた指導の研修

に取り組んだ。アレルギー

対策も進めることができ

た。 

Ａ

3.5 

日常的な児童の観察を

大切にし、必要に応

じ、早い時期の教育相

談に取り組む。 

今後も子供たち一人一

人をしっかりと見てい

ってほしい。Ａ評価で

よいと思われる。 

清掃や奉仕活動の充実

により、豊かな心が育っ

ている。 

勤労意欲の高まりが見られ

ている。児童会主体の取組

などを通して豊かな心の育

成に取り組むことができ

た。 

Ａ

3.2 

キャリア教育との関係

を明確にし、一つ一つ

の活動を見通しをもっ

て進める。 

人のためにがんばるこ

との大切さを伝えてい

ってほしい。Ａ評価で

よいと思われる。 

３ 
学習指導 

(かしこく) 

学習規律・生活規律が

確立され、落ち着いた校

内生活や授業ができて

いる。 

学びの約束チェックシート

凡事徹底チェックシートで

の振り返りの取組を通して

学習規律・生活規律が定着

してきた。 

Ａ

3.3 

遅刻が冬になり増えて

きているので、予防的

対策を講じる。 

学校が向かっている方

向に間違いはないと思

う。Ａ評価でよいと思

われる。 

日常授業において、ユ

ニット授業・全員参加の

授業が図られている。 

学校力向上研修発表会に向

けての取組を軸に授業改善

を進めることができた。 

Ａ

3.7 

さらに研修を積み重ね

全クラスで全員参加が

図られる授業づくりが

「あたりまえ」になる

ようにする。 

発表を通して成果とし

て示せたことは継続し

ていってほしい。Ａ評

価でよいと思われる。 

検定制度をはじめとした

基礎学力保障の取組に

より、一人一人に基礎学

力が定着している。 

環境面で算数プリント棚を

作成したことに加え、職員

の共通理解をはかり最低学

力保障の取組と結びつける

ことができた。「ぜったい

検定」は定着したが「やり

たい検定」への職員の意

識・取組が不十分であっ

た。 

Ａ

3.4 

「やりたい検定」の内

容・方法の共通理解を

図る。シートに基づい

て振り返り、最低学力

保障及び個に応じた発

展的な学習の伸長の定

着を徹底する。 

学力が高まってきてい

るということなので、

継続をベースに進めて

いってほしい。Ａ評価

でよいと思われる。 

日々の指導や家庭学習

の中で、書く機会、時間

を増やし、書く力の伸長

を図っている。 

学級だよりや掲示板等によ

るノートの使い方の指導

や、家庭学習内容の指導を

工夫することができた。 

Ａ

3.5 

発達段階に応じたノー

トの使い方を全校で統

一し、書く活動の一層

の充実を図る。 

書くことは大切なこと

なので今後も力を入れ

てほしい。Ａ評価でよ

いと思われる。 

家庭での学習や読書の

習慣が確立されている。 

生活リズムチェックシート

で家庭学習や読書について

個々に振り返らせ、一人一

人に課題意識をもたせるこ

とができた。 

Ａ

3.2 

保護者と連携した取組

をさらに発展させる。 

宿題や自学ができるよ

うに手引きの作成は重

要だと思う。Ａ評価で

よいと思われる。 

ＩＣＴを有効に活用して

いる。 

全学級配置の書画カメラや

ＰＣ教室を積極的に活用す

ることができた。 

Ａ

3.4 

タブレットを活用した

学習効果が上がる取組

について研修する。 

教室で使用され有効に

活用されていると思

う。タブレットも有効

に活用してほしい。Ａ

評価でよいと思われ

る。 



学年年間教育計画をも

とに、総合的な学習・生

活科を中心とした教科横

断的な取組がなされて

いる。 

年間教育計画を改善し、各

教科の関連を見通し、指導

にあたることができた。 

Ａ

3.4 

実践した結果を検証

し、積み上げを図る。 

今後も検証しながら計

画を立ててほしい。Ａ

評価でよいと思われ

る。 

４ 

健康・安全

教育 

(たくましく) 

外遊びや交通マナーな

ど、健康で安全な生活を

送ろうとしている。 

職員の巡視を強化し、機動

的に取り組んだが、なかな

か実態が改善されなかっ

た。 

Ｂ

2.8 

家庭・保護者と連携

し、校内生活指導とも

併せて安全な校外生活

への意識を高める。 

これについては家庭の

取組、地域の問題だと

思うが学校の評価はそ

のままＢでよい。 

関係機関や地域との連

携による危機管理の充

実が図られている。 

地区の健全育成連絡協議会

をはじめとする関係機関と

の連携に取り組んだ。大曲

スタンダードも定着してき

た。ツイタもんの加入率も

高まり非常時の連絡体制が

整った。 

Ａ

3.3 

集団下校の反省をもと

に確立した体制の運用

を確実なものにする。 

子供たちの安全は何よ

りも大切なので、しっ

かりとした体制を築い

てほしい。Ａ評価でよ

いと思われる。 

５ 
特別支援 

教育 

特別支援教育について

の保護者への啓発がな

されている。 

学校便りや懇談会等での情

報発信により、特別支援教

育への啓発に取り組んだ

が、理解はまだまだ不十分

であった。 

Ｂ

2.9 

特別支援教育へのさら

なる理解促進のため、

学校便り等による取組

の説明や通常学級にお

ける支援学級との交流

について積極的に発信

する。 

特別支援教育は社会の

縮図だと思う。話す機

会を増やして浸透させ

てほしい。保護者の理

解の周知の部分がＢだ

が、取組の本質は高い

ものだと思う。 

６ 
北広島市共

通実践課題 

生活科や総合的な学習

を中心として、「人」(異学

年、異校種、地域、教職

員等)とのふれ合い、学

びが深められている。 

「夢ノート」の効果的な使

用方法について教務を中心

に周知してきた。総合・生

活と他教科の関連を洗い出

し、効果的な授業を組み立

てることにも努めた。地域

人材「大曲の匠」の有効活

用や小動物の飼育、縦割班

活動等に取り組んだ。 

Ａ

3.1 

「夢ノート」を検証し

ながらさらに見通しを

もち、より質の高い授

業を実践するために、

学校支援地域本部をは

じめとする関係機関と

の連携強化を図る。 

これからも地域の人材

を有効に活用して、子

供たちの実になる教育

を行ってほしい。Ａ評

価でよいと思われる。 

７ 学校設定 

校務の整理と会議や業

務の効率化が図られて

いる。 

改めて稟議の活用方法・場

面を確認した。前年度末に

見直した校務組織の課題を

解決する手立てが十分では

なかった。 

Ｂ

2.8 

議題の提案時期、取組

方法を明確にする業務

カレンダーを作成し、

１年間の業務内容を共

通理解する。 

見通しをもつための手

立ては大切である。組

織が機動的に動ければ

と思う。学校の評価を

尊重する。Ｂ評価でよ

い。 

４  今後の方向性についての校長の所見 

平成２８年度方針  

（１）「思いやり」～他者理解  

（２）「落ち着き」～学力向上 

（３）「まっすぐ」～強い意志・夢・素直さ  

（４）「がんばる」～体力・運動能力の向上                       

（５）「誇りをもって」～自尊感情 

 


