
Ⅰ　経営の重点に関わること

Ｂ
【学校説明】前向きに学習に取り組むことが多く、特にChromebookを活用す
る場面では、学習に積極的に取り組むことができた。与えられたものだけでな
く、自ら考え、学習に取り組む態度を養い、個の力を付けていきたい。

【学校説明】「いいとこ見つけ」の活動が根付いているので、友達の良いところ
を見つけ、認めようとする雰囲気がある。よい表れを真似して自分を高めようと
する気持ちはあるが、行動に至っていない。行動する強さを持つと、伸びていく
と感じる。

①子どもは、進んで学習に取り組んでいる。

Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】運動の習慣化の重要性は、強く感じている。また、子ども自ら高い目標に向
かって欲しいので、新しい学校では競争意識が高くなるような工夫もしていきたい。

授業中も一人ひとりが集中している
と思う。一人ひとりの意見、様子を
教師が丁寧に受け止め、認めあげる
ことで安心して自分の意見をいうこ
とができていた。

Ａ

(1)学びづくり

Ａ

２
重点目標

「自分から進ん
で挑戦する子」

Ａ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】新しい学校になっても、互いのよさを見つける・認め合う活動を継続する。
また、教師が関わることにより、高め合うことを目指したい。

③子どもは、体を鍛え、健康な生活を送ろうとしている。

自己
評価
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１　学校教育目標：鍛えよ自己を　高めよう共に

Ａそう思う　　Ｂまあ思う　　Ｃあまり思わない　　Ｄ思わない

学校関係者評価委員会から

体育行事では、精一杯自分の力を発揮
し、友だちと協力したり、競ったりする
姿から運動を楽しんでいる様子がうかが
えた。遊びが変わってきているので、学
校での体育の時間や放課後などの遊び
は、体力の向上や、怪我の防止にもつな
がるので、引き続き指導して欲しい。

Ａ

【学校説明】習慣化された朝運動など、設定された目標に向かい、積極的に取り
組むことができている。また、それに向けた努力からできることが増えている実
感もえられている。より高い目標に向かって、努力する姿を、もっと期待した
い。

(3)体づくり

②子どもは、互いに認め合うとともに、高め合おうとしている。(2)心づくり

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】子どもが自主的にICT機器を使える環境作りを引き続き行っていく。統合後
は小中の連携を密にし、研修会を通したさらなる授業改善に取り組んでいきたい。

いいところ見つけの継続は、小規模校で
の固定観念が生じやすい問題解決になっ
ていると思われる。また、教師が一人ひ
とりの個性を把握し、認めたり、励まし
たりしてあげていることで、自分の考え
が生かされ、学年の枠を越え子ども同士
が認めたり、指摘し合う姿が良い。
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Ⅱ　各指導部・領域等に関わること

学校関係者評価委員会から

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】課題を明確にし、授業内で考えを深める時間を確保していきたい。また、生
活や既習の内容と関連付けていけるよう、板書や思考ツールを有効活用していきたい。

【学校説明】職員が共通理解をもって、子ども達が自ら活動できるような声かけ
や支援、価値付けを行うことができた。その結果、子ども達の中にも自ら考えて
行動する姿が見られるようになった。しかし、より自分の周りを見て行動できる
ようにしていってほしい。

(2)道徳教育の充実
【市共通項目２】

⑤子どもは、人の良さを認め、思いやりのある言動ができる。

１
教育課程
学習指導

(1)確かな学力の定着
【市共通項目1】 Ｂ

個々を見ると、課題も見える。少人数な
ので、その子が今どこで躓いているの
か、どう対応すべきか見えやすいと思う
ので、学習内容の積み残しがないよう
に、常に個々に目を向け、発達段階に応
じた指導をして欲しい。

学校の場面とそうでない場面とでギャッ
プがある子どももいる。教師の指導がな
い場面において、嫌なことを嫌といえな
かたっり、思いやりの本音が出せなかっ
たり、自分が良いと思う行動が出せな
かったりする場面も見られる。しかし、
子どもだけでは解決しにくいことは、教
師がタイミングをみて、全体の問題とし
て話し合いをもってくれていた。

各行事において、役割をもった子ど
もが、自分の仕事を精一杯行うこと
ができた。計画を実践する中で、自
分は何をしたいのか、何をするべき
かなど、一人ひとりが目標に向かっ
て自分の力を発揮できていた。

Ｂ

④子どもは、課題に対して自分の考えを書くことができる。

Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】子ども同士で良さを認め合い、価値付けていくことができる場や環境づくり
を引き続き行なっていきたい。また、気づきを行動に繋げる「モデルとなる子どもの姿」を全体で共有していく。

Ｂ

大項目

【学校説明】自分の意見や考えを持ち、課題に対して前向きに取り組むことがで
きている。その場の考えで留まらず、生活や既習の内容と繋げていけるよう意識
していきたい。そのためにも、考えを書く時間を増やし、個に応じたノート指導
をしていきたい。

Ｂ
【学校説明】「良いこと見つけ」を通して、友だち同士の良さを認め合う雰囲気
があり、友だちの表れを受け止めることができる。しかし、その場で思いを表現
したり、行動に繋げたりすることに課題がある。そのために、子どもの気づきを
価値付け、その場で声掛けや支援をし、行動に繋げていきたい。

Ａ

評　　　価　　　指　　　標
（小目標等・具体的取り組み）

⑥子どもは、集団内での自分の役割を自覚し、自ら活動している。(3)特別活動の充実
【市共通項目３ 】

中項目
（目標・取組の括

り）

自己
評価

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
　子ども達が自ら活動できるような支援や価値付けを継続して行っていく。また、一人ひとりが明確な目標をもって活動
に取り組めるように、手立てを工夫していく。
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【学校説明】道徳や日頃の教育活動の中で、継続して伝え続けている。そのた
め、子どもの結果ではほとんどの子がAをつけて意識していることがわかる。こ
の気持ちが今後も持てるように指導したい。

【学校説明】調査項目にとどまらず、「ない」とした場合にも個別に話を聞い
て、現在の様子を把握し対応した。話した方が伝え易い子もいて、書いていない
ことを聞き取ることができた。個別に話を聞くことは、これからも続けたい。

Ａ
【学校説明】対策組織で対応後、全職員、該当児童、保護者などの全関係者と連
携を図り、再発防止に努めている。

２
生徒指導

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】調査用紙への記入の有無に関わらず、個別に話を聞いて、悩みや思っている
ことを把握することは、これからも続けていきたい。また、職員間で情報交換をし、気になることがあったら、早期解決
に取り組みたい。

(4)いじめの再発防止
に向けた取組【市共通
項目１３】

⑩児童に対して、いじめは許されない行為であることを学ぶ場を設定し
た。

Ｂ

教師が被害者の気持ちをきちんと聞いて
あげる必要がある。弱者になった経験の
ある子でも、思いやりがある行動をとる
ことは難しいので、子どもを最後まで見
とることで良い方向に向かって欲しい。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
道徳や学校生活の中で継続して伝える。また、発生してしまった事案については、被害者・加害者の気持ちを丁寧に聞き
取り、再発防止に努める。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】相手を見てふさわしい言葉遣いで話したり、挨拶したりできるよう支援す
る。また、子どもが自分で考えて行動できるよう「待ち」の姿勢で見守っていく。

【学校説明】学校内の慣れた生活の中ではできているが、経験がないことに出く
わしたとき、考えて行動することが難しい。大人に囲まれた環境であるため、甘
えてしまうところがある。子どもが困っていることに気づいても、すぐに手を出
さず様子を見守り、行動するのを待つ姿勢が職員に出てくると育つと考えられ
る。

Ｂ
(1)一人ひとりを大切
にした指導
【市共通項目４】

(2)校内いじめ対策組
織の運営の適正【市共
通項目１１】

Ａ

あいさつを気持ちよくすることができて
いると思う。（中学生はあいさつができ
ているのは、小学校での習慣が身につい
ているのだと思う。）相手の気持ちを自
分で考えた言葉遣いで話したり、あいさ
つしたりできる子にこれからも育って欲
しい。

Ａ

⑦子どもは、時と場に応じた行動がとれるようになってきている。

⑧いじめを疑う問題が発生した際は校内いじめ対策組織において対応を
協議するなど、組織的に対応した。

Ａ

問題が生じたとき、学校全体で速や
かに対応し、子どもが納得できる解
決に取り組んでくださり、子どもの
心も安定してきていると感じる。何
か気になることがあると、教職員が
すぐに対処してくれていることが、
いじめの芽を早いうちにつみとって
くれていると感謝している。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】今後も問題が発生した場合は、組織的に対応し、子どもが納得できる解決策
につなげたい。また、事後の再発防止にも努めたい。

(3)いじめの早期発
見、状況把握と対応の
適切化【市共通項目１
２】

⑨年３回の悩み事に関する調査を行い、訴えがあったものについて聴取
を行い早期解決に向け取り組んだ。

Ａ

調査に上がったものについて、一人ひと
りに話を聞き対応していると思う。小規
模なので、一人ひとりの姿が見えやすい
と思うので引き続き、子どもの悩みに寄
り添い、その子本人だけでなく、周りの
子はどう思っているのかも聞いて、学校
生活が楽しいと思うようにして欲しい。

Ａ
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遊びの中で危険な行為が気になる子もい
た。学校が安全を常に考慮した整備に努
めていることを子どもも意識している。
避難訓練、防犯訓練、下校指導など、命
の大切さや、子どもの命を守るための教
師の動きなど、忘れがち、見落としがち
な所を再度確認し行って欲しい。

Ａ

Ａ

【学校説明】保健指導や保健掲示での啓発により、子どもたちには健康に対する
知識が備わっている。しかし意識は継続せず、習慣として身についてはいない。
そこで、げんきっ子カードを休日が多い週に、家庭で見届けてもらいながら実践
した。その成果、保護者も生活改善に意識を傾け、共に実践してくれた様子が見
られた。今後も継続していきたい。

５
保健管理・指導

Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
　閉校する各学校で大事にしていたことや地域とのかかわりを引継ぎつつ、地域や家庭と協力しながら、新しい学校にお
ける教育活動を精選していく。

コロナ禍での1年であったが、それをポ
ジティブにとらえた行事の工夫がされて
いた。小学校6年間は地域に密着した濃
い時間だと思う。身近な人々、自然など
の環境に目を向けてきたことで、地域を
思う気持ちが確実に育っていると思う。

【学校説明】学校全体として、多種多様な運動ができるように、達成感が実感で
きるようなカードを用いて運動に取り組ませることができ、子どもたちもそれに
向け日々の努力ができた。レベルの高い動きが身近に見ることができれば、モチ
ベーションも高まり、自分から運動する子どもが増えると思う。

新型コロナウィルス感染予防対策の実施を
通し、健康に対する意識は高まっていると
思う。基本的な生活習慣が一番大切なの
で、早寝早起き朝ご飯など、生活のリズム
を整えることを家庭の協力の下行って欲し
い。子どもの遊びが変わりつつある現代学
校での体育をはじめとした毎日の運動は丈
夫な体を作るためには必要不可欠だと思
う。

４
安全管理・指導

(1)学校安全システム
の構築
【市共通項目５】

【学校説明】学校の閉校に向けての一年を通して、地域の人々が今までどれだけ
学校に関わってくださっていたかを、子ども達自身が改めて見つめ直すことがで
きた。その結果、地域や学校の良さに改めて気付き、実感することができた。

３
進路指導

⑪子どもは、地域のよさを体験している。

Ａ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】4月からは子どもの人数も増え、競争意識が高まったり、レベルの高い動き
も見る機会も増えると思うので、これらの要因を指導に生かしていきたい。

Ａ

Ａ
(1)健康教育の充実
【市共通項目６】

⑫子どもは、命を守るために自分で考えて行動しようとしている。

【学校説明】避難訓練の意識は高く、子どもたちだけの抜き打ち訓練の時も、中
高学年は子ども同士で声をかけ合ったり、低学年は高学年の指示に素直に従った
りと、安全に避難する方法を自分たちで考えて行動できた。ただ、日常生活の危
険につながるような行動については意識が薄く、指導の必要性を感じる。

(1)あこがれを育てる
キャリア教育

Ｂ

⑬子どもは、目標に向かって毎日運動し、体力を向上させている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】統合することにより、避難の仕方、登下校指導が大幅に変わるが、安全を第
一に考えて指導する。また、日常生活での危険な行為についても、人数が増え、場所が変わることにより発生することが
予想されるため、厳しく指導したい。

Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】新型コロナの流行は、従来の感染症予防や基本的生活習慣の大切さを見つめ
直す機会となった。今後も児童を通して、家庭の健康意識が高まる健康教育を実施していきたい。

⑭子どもは、元気っ子カードや保健関係掲示等で自分の健康について意
識している。

各家庭により生活習慣も異なるので、子ど
もを通して家庭へのはたらきかけも大切に
なってくると思う。意識して生活すること
が大切だ思う。コロナを通し、自分だけで
なく周りの人々の健康を気遣うこと、自分
でできること（防止すること）はやろうと
いう意識は育ったのではないか。

評価書－4



(1)研修体制の充実
【市共通項目９】

７
組織運営

【学校説明】目指す姿を軸にもって、具体的な子どもの姿から教育活動を行って
いる。来年の統合に向けて、本校だけの視点で改善していくことが難しいことも
あるが、常に人数が増えたときにどう変えるべきかなど、前向きな姿勢で取り組
むことができている。

⑱子どもは、学ぶ楽しさを感じている。

【学校説明】学習面では、一人ひとりの理解度に合わせた支援をした。また、生
活面でも個人のことを職員全体で話題にし、指導・支援の方法を共通理解して対
応した。さらに、ICTの活用においても、個に応じた支援を大切にしていきた
い。

８
研修

６
特別支援教育

行事では、自分のテーマを設定したり、
得意なことを発表したりして、一人ひと
りが生かされる指導の工夫があった。学
校の体制は確立しているが、家庭（保護
者）の理解や、外部支援機関や医療機関
との連携も必要不可欠であると思う。

Ａ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】子ども主体で授業を進めていく中に「楽しさ」を見出せるよう課題を吟味し
ていく。また、児童が気付ける場を増やしていくために、教材研究をさらに深めていきたい。

【学校説明】自分の考えを通して、問題解決することに達成感を感じることがで
きている。「楽しさ」を受け身で与えられるのでなく、自分たちで授業を進めて
つくっていくという意識をもてるようにしていきたい。

Ａ
(1)組織・運営の改善
【市共通項目８】

Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
個に応じた適切な指導をするために、学校と家庭の協力以外にも、外部支援機関や医療機関を積極的に活用し、よりよい
支援方法を探っていく。

(1)学校の実態に応じ
た校内支援体制づく
りの推進
【市共通項目７】

(2)事務事業の軽減 ⑰学校は校務支援システムを活用して事務業務の軽減に取り組み、子ど
もと関わる時間を生み出している。

Ｂ

Ａ

小規模校では職員一人ひとりの役割
が多いと思うが、遅くまで残業しな
いように努められていると思う。

【学校説明】市内の共通システムの中で、小規模の本校が時間を生み出せている
とは言い切れないが、日常にそれぞれの教職員が最大限に活用をしている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】共有できるものは、上手に共有していくことで、仕事の能率だけでなく、子
どもの実態の把握・共有にもつなげ、指導に役立てていきたい。

小規模な学校なので職員の数も少な
く、とても大変だと思うが先生方
は、それぞれの役割をとても一生懸
命にやってくれていると思う。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】常に、子どものためによりよい教育環境が整えられるよう、前向きな改善姿
勢を持続していきたい。

授業内容も工夫されており、子どもたち
が食いつくような授業をこれからも目指
して欲しい。

Ａ

Ａ
⑮学校は、子ども一人ひとりの個性を理解し、個に応じた適切な指導・
支援を行っている。

⑯学校は、ＰＤＣＡサイクルを活用し、教育活動の改善に取り組んでい
る。

Ａ
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10
施設と整備

　昨年度に続き、コロナ禍で教育活動が制限されている中で活動を行ってき
た。小回りのきく小規模校の利点を生かし、「子どもたちのために」という
軸をぶらさずとりくんできた。子どもたちにどんな力を付けてほしいか、ど
んな挑戦をしてほしいかを考えながら、常に一人ひとりの顔と名前がわかる
ような具体的な声かけや、教育活動に取り組んできた。
　来年はいよいよ両河内小中学校として最初の１年となる。これまでの小規
模校の良さに加え、子どもたちにとっては仲間が増えることの良さを存分に
感じられるような教育活動をしていきたい。そのために、子どもたちが生き
生きと取り組めるような教育活動を計画し、力を最大限に発揮できるよう、
引き続き子どもたちを支援していきたい。

９
保護者・地域住
民等との連携

　様々な学校の取り組みの意図が、子どもたちにも、保護者に
も、地域にも伝わる教育活動をしてくれている。子どもからも
「学校が楽しい」「和田島小で良かった」という思いが伝わって
きた一年だったと思う。これは校長先生を中心とした先生方が子
どもに寄り添い、学校目標に向かって教育活動に取り組んでいる
成果であると思う。先生方の人数も少なく、大変な部分も多いと
思われるが、子どもたちのための工夫もたくさん見られた。来年
度の学校統合に向けて、子ども、保護者、地域の連携がよりとれ
た学校運営を目指していただきたい。

子どもの安全を常に考慮した環境整備に
努めている。そのことを子どもも認識
し、安心して生活できている。用務員の
方が、子どもが生活しやすいよう常に努
めてくれているのも素晴らしいと思う。

【学校説明】安全点検後、素早く修繕し、安全管理に努めた。また、子どもたち
の遊ぶ様子を観察し、事故が起こらないよう、工夫した施設修繕を行った。安全
点検期間を設け、時間のあるときにじっくり点検できるようにした。

【学校説明】閉校に向けた掲示、お便り、HPなど、保護者や地域に向け情報を
発信している。コロナの影響を受けて、やむを得なく中止になった行事について
も、再企画し、実施することができ、学校に多くの方が来ていただく機会を確保
することができた。

(1)信頼される学校づ
くりの推進
【市共通項目10】

Ａ
(1)整備の充実 ㉑子どもは、安全な施設環境の中で学校生活ができている。

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】地域みんなで子どもを育てていくことの大切さは感じている。情報発信はも
とより、多くの人たちに参加してもらえうような学校運営をしていきたい。

⑲学校は、小中一貫を見据え、近隣の中学校や小学校との連携を図って
いる。

【学校説明】同じ地区とはいえ、現在進行形で運営している４校が１つに統合す
るということは、思った以上に難しく時間もかかる。その中で、両教振を通じて
数多く話し合ったり、オンラインも活用したりして、連携した取り組みを行って
いる。

統合に向け、研修や子どもの交流など十
分な連携が図られている。統合に向け、
学校3校、両中とのかかわりが増えてき
ているので、来年度はそれが現実のもの
になるので、小中一貫教育について連絡
を密にし、研修を重ねて統合して良かっ
たという声が聞かれるのを楽しみにして
いる。

Ａ

Ａ

学校から　　経営のまとめ（成果と課題） 学校関係者評価委員会まとめ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
事故が起こるかもしれないことを想定した安全点検、素早い修繕に努め、安心安全に生活できるようにする。

Ａ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】教員同士の密な関係、連携は、よりよい学校運営には不可欠であることを念
頭に置き、新しい学校でも取り組んでいきたい。

Ａ

Ａ

学校便りの回覧、ホームページ、行事の
ポスター、行事の公開などで、普段の小
学校の様子を知ることができ、未就学家
庭にも呼びかけることができた。保護者
や地域の方は学校への協力は惜しまない
ので、これからも声をかけて欲しい。

⑳学校は、地域との連携を深め、教育活動を理解してもらおうと働きか
けている。

評価書－6


