
平成 26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 ２７ 年 １ 月 １９ 日 

校長名 横 藤  雅 人 

１  学校の教育目標 

「心身ともにたくましい大曲の子供」 

    ○ よく考えて  学習する子供 (知)       ○ 仲よく  助け合う子供 (徳) 

    ○ 明るく  元気な子供 (体)             ○ すすんで  やりぬく子供 (意) 

 

２  学校の経営方針・本年度の重点 

(1) 仲よく助け合う子供（徳）→「温かく厳しい」指導の実現 

【温かく】 

○大曲の子のよさ（温かさ、子供らしさ）を認め伸ばす日常的なかかわり 

○大曲のよさ（温かさ、おおらかさ）を生かし、ふれ合いを深める教育活動 

【厳しく】 

○規律の確立 

(2) よく考えて、学習する子供（知）→学校改善プランの具現化 

○日常授業を大事に→学習への集中から自分への自信・誇りへ 

○基礎学力保障 

 

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。 

効率的に業務を遂行するた

めに意識改革が図られつつ

あるが、業務内容の分担を

明確にし、精選しなければ

ならない。 

ＡＡＡＡ    

3.13.13.13.1    

バランスのとれた分掌

の業務分担を考えてい

く。 

いろいろな問題に対応

する学校の努力は伝わ

ってくる。A 評価でよ

い。 

研修の充実が図られ、

子供にあこがれられる大

人に育ちあう風土が醸

成されている。 

日常の授業改善のための全

校研修や近隣校との合同研

修会、中心発表校としての

取組を通して充実させるこ

とができた。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.3333    

今年度の取組をベース

にさらに日常実践に生

かさせる研修を工夫す

べく計画的に研修を行

っていく。 

今後もしっかりと子供

たちのために先生方の

研修を行ってほしい。A

評価でよい。 

チーム力を高め、柔軟

にザルを重ねる職員集

団となっている。 

組織体制に対しての共通理

解が不十分であった。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.0000    

職員会議の回数を増や

し、終会を設定し、顔

を合わせて話し合う場

を確保していく。ま

た、分掌組織を今年度

の反省をもとに改善す

べきところは改善して

いく。 

いろいろ場面で教職員

の動きがよくなってい

ると感じている。A 評

価でよい。 

年３回のＧＰＡＣ評価を

生かした柔軟な改善が

図られている。 

１年を通して同じ項目が低

評であったので、職員全員

が意識できるようにしなけ

ればならない。 

ＢＢＢＢ

2.92.92.92.9    

硬直化せずに取り組め

たところも多数ある

が、さらに共通理解を

図った柔軟な取組をし

ていく必要がある。 

時代が変わる中しっか

りと対応してほしい。B

評価でよい。 



良質で効果的な情報発

信がなされている。 

学校便りや学年・学級だよ

り、チームで学校ホームペ

ージにも携わり、時宜を得

た情報発信に取り組むこと

ができた。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.2222    

ホームページについて

は市で一定の形式にな

るので本校らしさをな

くさず充実したものを

作成していく。 

しっかりと更新されて

わかりやすい。A 評価

でよい。 

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

導に取り組んだが、防火の

ための取組が必要であっ

た。 

ＢＢＢＢ

2.92.92.92.9    

日々起こる問題に対し

て、生徒指導や特別支

援コーディネータ等、

どの組織がイニシアテ

ィブをとって問題に対

応するか明確にして、

学校として全職員で問

題に取り組む必要があ

る。 

家庭環境もしっかりと

見つめて指導してほし

い。家庭としっかりと

連携してほしい。B 評

価でよい。 

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。 

ＡＡＡＡ

3.33.33.33.3 

日常からの児童の観察

を大切にしながら、必

要に応じた教育相談に

取り組む。 

児童の様子をよく見て

指導をしてほしい。A

評価でよい。 

清掃や奉仕活動の充実

により、豊かな心が育っ

ている。 

放課後清掃も定着してき

た。児童会活動、あいさつ

運動や読書活動等を通して

豊かな心の育成に取り組む

ことができた。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.0000    

ねらいと見通しを明確

にし、ひとつひとつの

活動を丁寧に行い、よ

り一層の心の教育に取

り組む。 

掃除や読書などは大切

なことなのでこれから

もしっかりと取り組ん

でほしい。A 評価でよ

い。 

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

トでの振り返りの取組を通

して学習規律・生活規律の

定着に努めた。 

ＡＡＡＡ

3.03.03.03.0 

中心発表を通して高ま

ってきた取組をさらに

向上させ、落ち着いた

学校生活へ向け、全職

員による共通理解、指

導内容の統一を図る。 

以前に比べて子供たち

が落ち着いて学校生活

を送っているように思

える。A評価でよい。 

日常授業において、全

員参加が図られている。 

中心発表校としての取組を

軸に全員参加の授業を目指

す授業改善のための校内研

修に取り組んだ。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.3333    

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を

目指して研修に取り組

む。 

今後もしっかりと子供

たちのために先生方の

研修を行ってほしい。A

評価でよい。 

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。 

漢字をはじめとした「ぜっ

たい検定」とともに「やり

たい検定」の内容の研修に

取り組み、検定制度の確立

を図った。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.1111 

学年ごとの具体的な到

達目標を明確にしつ

つ、最低学力保障を意

識し個人差に応じた取

組を行っていく。 

基本をしっかりと身に

つけさせる取組を大切

にしてほしい。A 評価

でよい。 

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。 

ＡＡＡＡ

3.23.23.23.2    

発達段階に応じたノー

トの使い方を全校で統

一しながら、書く活動

の充実を図る。 

学校全体できちっと決

めて取り組むことは大

切である。A 評価でよ

い。 

家庭での学習や読書の

習慣が確立されている。 

宿題や家庭学習の内容の工

夫を図り、家庭とも連携し

ながら習慣化の確立に取り

組むことができた。 

ＡＡＡＡ

3.13.13.13.1    

さらに共通理解に立っ

た宿題・自学を推進し

ていく。生活リズムチ

ェックシート等での実

態把握にもとづき指導

宿題をしっかりと出し

て家庭と協力しながら

進めてほしい。A 評価

でよい。 



する。 

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。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.2222    

さらなる効果的なＩＣ

Ｔ活用へ向けた校内研

修に取り組む。 

教室で使用され有効に

活用されていると思

う。A評価でよい。 

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。 

様々な場面でタイムリーに

繰り返し指導したり機動的

に職員による校外巡視を行

ったりしたが、なかなか実

態が改善されなかった。 

ＢＢＢＢ

2.2.2.2.6666    

家庭・保護者と連携

し、校内生活指導とも

合わせて安全な校外生

活への意識を高める。

校内組織もさらに機動

的になるように考えて

いく。 

自転車の乗り方など家

庭と協力して子供たち

の交通安全の取組をし

っかりと行ってほし

い。B評価でよい。 

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

スタンダードのベースを創

り上げることができた。 

ＡＡＡＡ

3.03.03.03.0    

地域防災への取組を通

しながら、地域とのさ

らなる連携強化を図

る。大曲スタンダード

が実行的なものになる

ように働きかけをして

いく。 

地域で子どもを育てる

という観点からいい取

組だと思う。定着させ

てほしい。A 評価でよ

い。 

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、認知度はまだまだであ

った。 

ＢＢＢＢ

2.82.82.82.8    

特別支援教育へのさら

なる理解促進のため、

交流学級の担任の働き

かけを強める策を講じ

ていく。 

保護者の理解を高める

取組を行ってほしい。B

評価でよい。 

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。 

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。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.3333    

さらに見通しを持ちよ

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。 

地域の人材を有効に活

用することは地域にと

っても子供たちにとっ

ても重要である。A 評

価でよい。 

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。 

稟議の活用による会議時間

の短縮や分掌組織の見直し

をおこなったものの、校務

の整理が不十分で職員間の

連携がスムーズとは言えな

かった。 

ＢＢＢＢ

2.2.2.2.6666    

必要な会議は復活し、

必要のないものは徹底

的にスリム化して各種

会議の持ち方を工夫し

質の高い「効率化」を

生み出していく。 

学校は忙しいと聞くが

工夫して取り組んでほ

しい。B評価でよい。 

備品の管理と活用など、

日常的な環境整備がな

されている。 

年間行事予定での環境整備

日の設定や防災の視点から

の環境整備に取り組むこと

ができた。資料室のリニュ

ーアルも図った。 

ＡＡＡＡ

3.3.3.3.1111    

落ち着いた学習環境づ

くりのための計画的・

日常的な環境整備に取

り組む。 

とてもきれいな学校で

環境がよいと思う。A

評価でよい。 

４今後の方向性についての校長の所見 

学校評価結果を踏まえ、新年度の基本方針とします。 

(1) 教育目標の見直し 

(2) 学力の向上 ⇒そのための研修の活性化 

(3) 規律、大曲スタンダードの徹底 

 

 

 

 


