
平成２８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項目 
 

作成日 平成２９年３月１日 

校長名 村 山  浩 

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）他者理解（２）学力向上（３）強い意志・夢・素直さ（４）体力・運動能力の向上

（５）自尊感情 （６）職場チーム・家庭・地域との連携 （７）危機管理、研修、勤務の効

率化 

 

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、明るく健康な職場

環境となっている。 

学校教育目標が定着し、子

供たちも教育目標を意識し

ている。子供たちのために

努力する職員であるため、

服務規律を守り、職員が健

康に留意しながら時間外勤

務を尐なくすることが課題

である。 

Ａ

3.2 

１０月に導入された校

務支援システムの有効

活用をし、より効率的

で協働的な仕事を行

う。 

大曲スタンダードも定

着してきた。子供たち

も元気で明るく生活し

ていると思う。Ａ評価

でよいと思われる。 

研修の充実が図られ、

互いに職能を高め合う

風土が醸成されている。 

学校力向上研修発表会の取

組や近隣校と合同研修会を

行う中で研修への意識が高

まっている。 

Ａ

3.2 

授業交流の方法につい

てより効果的な実施に

向けて改善を図る。 

他の学校の先生と授業

のことなどについて話

し合い、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

で協働的な職員集団と

なっている。 

職員の異動が多かったの

で、全員でさらに共通理解

を図りよりよい実践を行

う。 

Ａ

3.2 

小中一貫に向けて組織

の業務内容を整理す

る。 

水泳学習の場面では先

生方のチームワークの

良さを感じる。ねらい

も明確に授業を進めて

いる。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。 

改善できることには補充学

習や会議の効率化など年度

途中でも積極的に取り組ん

だ。 

Ｂ

3.0 

目標達成や課題解決の

ための手立てや方策の

徹底に力を入れる。 

放課後子ども教室と連

携したり、子供たちの

学力を高めようと努力

していると思う。Ａ評

価でよいと思われる。 

良質で効果的な情報発

信がなされている。 

昨年度市全体で行ったホー

ムページのリニューアルに

伴う更新を定期的に行っ

た。 

Ａ

3.3 

小中一貫教育について

の情報を積極的に発信

する。 

ホームページがしっか

りと更新されている。

学校便りも含め、適切

に情報発信がなされて

いると思う。Ａ評価で

よいと思われる。 



２ 

道徳教育 

生徒指導 

(やさしく) 

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指導部

を中心にした組織的な取

組、児童会が率先して行っ

た取組などを通していじめ

をなくす取組が進んだ。 

Ａ

3.3 

子供たちの実態を適切

に把握し、予防的な取

組を中心に、保護者と

情報を共有しながらさ

らにいじめ対策を推進

する。 

子供同士で乱暴な行動

をする場面も見ること

がある。いじめにつな

がらないように広く見

てほしい。Ａ評価でよ

いと思われる。 

児童理解に努め、個に

応じた指導が図られてい

る。 

不登校児童が尐しずつ教室

に入れるようになるなど全

職員がチームとして機能し

家庭と連携している。 

Ａ

3.5 

今以上に担任外の教員

も様々な場面で担任と

ともに指導に当たれる

ように工夫する。 

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。 

中学校と協力してごみ拾い

を行ったり、地域の清掃を

したり人のために働く場面

設定を行った。 

Ａ

3.2 

まだ、取組中に遊んで

しまう児童が見られる

ので、高学年がリード

できるようなグループ

作りについて工夫す

る。 

小中が連携しての取り

組みは評価できる。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。 

学びの約束の定期的な点検

活動や研修で行っている統

一した型による授業などを

通し、落ち着いて学校生活

を送れるようになってき

た。外部の方々によくなっ

ているという評価をいただ

くことが増えた。 

Ａ

3.2 

教室移動時の無言移動

など課題としてあがっ

ている事柄を職員で共

有し、統一した指導を

行う。 

職員が同じ意識で取り

組むことは大切であ

る。Ａ評価でよいと思

われる。 

日常授業において、全

員参加が図られている。 

学校力研修発表会の取組を

通して新しく赴任した教員

も含めて授業改善が図られ

た。 

Ａ

3.4 

習熟の時間の確保を

し、アウトプットを確

実に行う。 

研修発表を通して成果

を示し、名校の教員で

交流し、わかる授業を

これからもつくってほ

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。 

ぜったい検定を行うことに

より基礎的な学力が身につ

いてきている。 

Ａ

3.2 

個別の指導体制を組

み、底上げを更に図

る。 

どの子にもしっかりと

学力をつけるために個

別指導もしっかりと行

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。 

ノート指導や書く活動を積

極的に取り入れたことによ

り、力が付いてきた。 

Ａ

3.3 

効果のある取組が全学

級に広がるように研修

を行う。 

パソコンやタブレット

が普及しているが、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

をＰＴＡ共催で行い、実態

を家庭と共有することがで

きた。その結果、実態や課

題が明らかになってきた。 

Ａ

3.1 

学校便りで周知するこ

とに加え、課題に対す

る取組方法を小中一貫

教育で家庭学習の習慣

をつけるため、学校便

りで周知を図ることに

加え、中学校区で手引

きを作成する。 

家庭にもよびかけて適

切な生活・学習習慣を

定着させてほしい。Ａ

評価でよいと思われ

る。 



ＩＣＴを有効に活用して

いる。 

デジタル教科書が今年度導

入されたことに伴い実物投

影機とあわせて積極的に活

用されている。 

Ａ

3.3 

詳しい職員が、苦手な

職員に講習し全体で有

効に活用する。 

ＩＣＴを活用しながら

もアナログも大切にし

てほしい。大学生でも

スマートフォンがない

と文章が書けないとい

うことになる。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。 

交通マナーについてはあら

ゆる時間に指導しているが

まだ十分に身についている

児童が尐ない。 

Ｂ

2.6 

更に情報を効果的に発

信し、家庭・地域と危

機意識を共有する。 

地域懇談会のような場

で協力依頼が必要であ

る。今は何でも学校が

教えてくれると思って

いる保護者がいる。保

育園でも交通安全の話

しをしている。各方面

との連携が不可欠であ

る。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。 

食物アレルギー反応への対

応訓練を職員で実施した。

ツイタもんを利用した情報

発信も適宜行った。町内会

と連携した取組も行った。 

Ａ

3.2 

災害、アレルギー、不

審者等あらゆる角度か

ら安全対策に問題がな

いか検証し、必要なこ

とがあれば迅速に改善

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。 

子供支援便りを年間６回発

行(予定)するなど新たな取

り組みを開始した。 

Ａ

3.2 

さらに取組状況や新し

い社会の流れ等も含め

て情報発信し、保護者

の理解につなげる。 

特別支援教育について

の理解が進むようにこ

れからもしっかりと取

り組んでほしい。Ａ評

価でよいと思われる。 

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。 

平成３０年度から始まる小

中一貫教育に向けて、中学

校区で議論を進め、職員間

交流、乗り入れ授業などで

きることからスタートし

た。 

Ａ

3.2 

計画を立て、実施した

結果どう改善していく

か改善サイクルを中学

校区でつくる。 

中学校では小学校の様

子が見えない。乗り入

れ授業についても中学

校の教員の体制を工夫

しないと厳しい状況で

ある。そのあたりのこ

とを考えて小中一貫を

進めてほしい。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。 

校務支援システムを活用し

会議の精選等、効率化へ向

けて前進した。 

Ｂ

2.7 

全職員が使い方を把握

し、効率化を実感でき

るようにする。 

せっかく導入された物

は十分研修し、有効活

用を図ってほしい。 

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。 

担当者を中心に学習のねら

いが達成されるよう教育課

程を見直す等、カリキュラ

ムマネジメントを進めてい

る。 

Ａ

3.1 

職員の反省をもとに学

年教育計画をさらに実

践的に使用できるよう

にする。 

新学習指導要領につい

ても研修し、子供たち

のために頑張ってほし

い。 

４  今後の方向性についての校長の所見 



  

 子供たちは、学びの約束を守り、落ち着いた態度で学習ができるようになってきました。しか

し、まだ習得した内容の定着が十分ではない子供も見られます。次年度は、わかる・できる授業

の構築とどの子も成長が実感できる学校づくりとして、とくに学習面に力を入れ、児童評価を取

り入れた授業改善、算数ドリルの導入、生活リズムチェックシートを活用した家庭学習習慣の定

着、学習内容の定着を目指す補充学習の取り組みを充実させます。 

 また、北広島市の教育方針としての小中一貫教育を受け、大曲中学校区でめざす子ども像を設

定し、一貫性のある教育課程、学習指導、生徒指導、そして、児童生徒や教職員、地域の人と人

をつなぎます。 

 外遊びや交通安全マナーを守ることも課題の一つです。学校での安全指導に加え、保護者や地

域との連携をさらに深め、子供たちの安全意識の向上を図ります。 

 教職員が、子どもと接する時間をより多く確保するため、会議の開催や運営の見直しをはじめ

校務支援ステムの有効な活用による校務の効率化を図ります。 

 

 

 

 


