平成２７年度

様式１

学校教育目標

宇陀市立大宇陀小学校

人間性豊かなたくましく生きる子の育成
・共に喜び、気軽に相談できる人間関係の醸成。
・教職員間で情報と課題を共有し、一丸となって課題解決に当たる。

運営方針
前年度からの課題

学校自己評価書

・指導法の改善に向け、授業研究等を推進する。
・不登校対策や基礎学力向上に向けた取り組みを推進する。
・家庭・地域との学校支援体制の構築を図る。

小項目（具体的評価項目）

・服務規律の徹底。
・教職員としての職能成長。とりわけ、ベテラン教員の技能や子どもの見方を、若い教員に伝える。
魅力と活力ある学校づくり
・教員の資質の向上
本年度の重点
・家庭・地域との連携・協力
・特色ある学校づくり

取組と成果

評価

評価の観点・理由

課題・改善方策

大項目

中項目

番

Ⅰ
学
校
経
営

①教育目標

1

・「おおうだ」の４文字を折り句に本校が目指
児童や地域など学校の実態にあった学校教育目 す児童像を分かりやすく表し、学校便りや講
標が設定されているか。
話の中で保護者や児童に機会を見付けて話
して,意識付けをしている。

Ａ

2

・学校教育目標に基づいた教育課程を編成し
学校教育目標に基づいた教育課程が編成されて
時数を毎月集計して計画どおりに進んでいる
いるか。
かチェックしている。

Ａ

・各教科ともバランスよく進めるように取り組んでいる。

・授業時数を意識することで、時間を大切にする取組を
進めていきたい。

3

児童の学習状況を的確に把握し、その結果を次
の指導に生かしているか。

・児童の実態をより深く把握し、個々にあった
指導に生かした

Ｂ

・つまづきのある児童に放課後指導を行うことで学習意
欲が高まった。学習支援の先生の役割も大きかった。

・放課後、学習支援の先生も含めて、図書室などを使い
進んで個人学習ができるようにしたい。

4

・県診断テストや学期ごとのまとめテストを実
学力調査等の結果を指導の改善に結びつけてい 施している。学級や学年の傾向を全国や県と
るか。
と比較することで克服しなければならない課
題が分かった。

Ｃ

・職員評価では、指導法の改善に生かし切れていないと
否定的な評価が多かった。

・個別学習の継続的な取組と、家庭学習を身に付けさせ
る必要がある。

Ｂ

・一部使いにくいところがある運動場だが、引き続き体
・広い運動場や体育館が整備され、様々な運動に取り組
力向上に取り組んでいきたい。プールがないため、水泳
めた。
の時間確保が難しい。

5

Ⅱ

6
7

教
育

②教育課程
学習指導

・保護者の73.5％は肯定的な評価であるが、否定的な評 ・これまでの取組に加えて、学年通信に毎回掲載した
価が2割、「分らない」が5.3％あるので,まだまだ改善の余 り、学級懇談会で話題にしたりといった機会を通して児
地がある。
童・保護者・地域に分かりやすく説明していきたい。

Ｂ
・ユニバーサルデザインの視点に基づいた視聴覚機器の
・６年生で行った情報モラルを大切にした授業をこれか
利用が増えた。ＰＣの使用については、ＰＣサポーターの
らも継続していきたい。
役割が大きかった。

Ｂ

8

・児童アンケートでは90％の児童が丁寧に授
体験的・問題解決的な学習、児童の興味・関心を 業を教えてくれると回答している。今後も子ど
生かした学習を推進しているか。
もの興味・関心を引き出す授業をつくっていき
たい。

Ｂ

9

個に応じた指導（個人指導・グループ指導、習熟
の程度に応じた指導、興味・関心に応じた課題学
習、補充的・発展的な学習、教師の協力的な指導
等）を推進しているか。

Ａ

・つまずきのある児童への学習支援を中心に、興味・関心 ・個に応じた指導は、本校の特徴ある取組の一つとし
がもてるように工夫した学習が進められている。
て、今後も引き続き取り組んでいきたい。

Ｂ

・専門的な観点からお話をたくさん聞くことができた。

Ｂ

・自分たちの住んでいる地域の様子を知る大切な機会と ・学校周辺の活動や見学は、児童だけで実施できる指
考えている。
導が必要と考える。校区が広くなり見学等、困難な場合

Ｂ

・社会科や総合学習等の調べ学習で、図書室を利用する
回数が多くなっている。本はＰＣ管理しているが、図書委
員が独自に図書カードを作った。ボランティアに年１０回
お話会をしてもらっている。

Ｂ

・「あゆみ」については、保護者評価から88％の保護者が ・保護者や職員の意見を聞きながら、毎年行っている改
「子どもの学習の様子が分かる」と回答を得ている。
善に向けての検討を継続する。

Ｂ

・奈良県人会の人たちが施設訪問を楽しみにしてくださっ ・ハンセン病患者の高齢化が進む中、交流させていただ
ている。今後、差別の現実を学習するためにも交流を続 ける機会を有意義なものとできるよう、研修を深める必
けていきたい。
要がある。

活

・個に応じた指導は本校の特徴ある指導実践
である。各学年で意識して個に応じた指導を
行っている.

11

・外部人材を活用し、各学年が必要に応じて
授業や教材開発において外部人材を活用してい
来ていただき、多様な学習が展開されてい
るか。
る。
地域の自然や文化財、伝統行事などの教育資源 ・毎年、学年に応じた文化財等の活用がなさ
を授業に活用しているか。
れている。

12

学校図書館の活用や読書タイムの設定など、読
書活動を推進しているか。

13

観点別学習状況の評価及び評定の客観性、信頼
性が確保されているか。

14

児童の実態を基に人権教育年間計画を作成し、
計画的に実施しているか。

15

・「戦争と平和」を考えるなかま集会として8月
と11月に子どもたちが主体となり、紙芝居や
絵本の読み聞かせ・歌「おりづる」などを全校
「なかまの集い」や「人権を確かめあう日」並びに
生に披露し考える機会をもった。
日々の学習を通して人権感覚を育てているか。
・国際理解として、まちづくり国際交流セン
ターからパキスタン人を講師として招き、言葉
や遊びなどの文化を学んだ。

10
動

・広い運動場で、授業や体育集会など計画的
「体力テスト」の結果を児童の運動能力や体力の
に行われた。遊びのスペースも多くなり多様
向上に生かしているか。
な遊びが見られた。
児童による授業評価を実施し、その結果を指導法
の改善にいかしているか。
・各学年で電子黒板やＰＣを利用した授業が
視聴覚教材や教育機器などが整備され、授業に
増えてきた。ホワイトボードの利用も増えてき
活用しているか。
た。

Ａ

③人権教育

・図書室を、全日児童が利用できるようにして
いる。各学年で、読み聞かせや紙芝居の取
組がなされている。

・邑久光明園の訪問時期を調整し、12月8日
（創立記念日）に訪問し交流した。

Ｂ

・ユニバーサルデザインを更に取り入れた授業の展開
・ユニバーサルデザインの考えを取り入れた授業が展開
や、児童が興味関心をもって取り組める授業を展開して
されつつある。
いきたい。

・人材バンクを引き続き充実したものにしていきたい。

・図書室を充実させるために、本の整理や図書室の環
境を考えてくれるボランティアの支援を受けたい。新しい
紙芝居や大型絵本を増やしていきたい。読書タイムの
運用を工夫する。

Ｂ
・転入児童へのなかま意識が高まり、スムーズな学校生 ・引き続き、子どもたちが主体となる活動を更に多く企画
活が送れている。
する必要がある。

Ｂ

様式２
大項目

小項目（具体的評価項目）

評価

番

③人権教育

16

・奈人教や市人教の研修には、できるだけ参
教職員が校内外の研修会に参加し、人権教育に
加している。特に夏休み中の研修にはたくさ
ついての理解や指導力の向上を図っているか。
んの人が参加している。

Ｂ

17

生徒指導に教職員が一丸となって取り組んでい
るか。

Ａ

18

・学級活動での話し合いを大切にしている。ま
豊かな人間関係づくりや規範意識の向上に向け
た、集会等で縦割り斑の活動を多く取り入れ
た指導を行っているか。
るようにする。

④生徒指導
Ⅱ

教
⑤キャリア
教育

19

校内の教育相談体制が整備されているか。

管
⑧安全管理

Ａ

・時間内でのカウンセリングが実施できないときや発達検 ・スクールカウンセラー派遣を今まで以上に増やし、保
査が必要な場合は、他の教育相談等を紹介してくれる。 護者や子どもが相談しやすい環境を整えたい。
・各学年では、地域と連携し、学習を進めているが交流
が、不足していた。

・参観の日程を地域に知らせ、多くの人たちに学校の様
子を知ってもらう。

21

・早期発見、早期解決に向け取組を続けた結
児童の問題行動等への対応を適切に行っている
果、大きな問題やこじれてしまった事象は少
か。
なくなっている。

Ａ

・児童の関係や保護者の思いを受け止め、初期対応を
しっかり行った成果が表れてきている。

・来年度も早期発見、早期解決を目ざした取組と、情報
の共有を大切にしたい。

22

自立した社会人の育成をめざして発達段階に応
じたキャリア教育を推進しているか。

・キャリア教育は、大切な教育として近年重要
視されている。教育課程の中に取り入れて指
導している。

Ｂ

・キャリア教育についての研修をしっかりとやっていきた
い。

キャリヤ教育とは、どのような教育かを知り、各教科、領
域で意識した取組が行わなければならない。

23

校内委員会・特別支援教育コーディネーター・校
内研修など校内支援体制が整備されているか。

・定期的に支援委員会を開き、児童の実態を
出し合い個に応じた支援の方法を検討した。
リハビリセンターの職員を招き授業参観・話し
合いをして、支援の在り方について、アドバイ
スを受け指導に生かせた。
・職員研修では、ろう学校の職員を招き、聞こ
えのしくみや補聴器機、難聴体験等を行い、
難聴児童の理解を図った。

Ａ

24

・学校間交流につては、学期１回の交流を計
画して、校区内に住む県立Ａ養護学校の児
学級間・学校間の交流学習や共同学習が実施さ
童と活動することができた。また、今年度、県
れているか。
立Ｂ養護学校に入学した児童と1年生が交流
し、共に楽しく活動できた。

Ａ

・県立Ａ養護学校や県立Ｂ養護学校から、交流を通して
・学級間・学校間の交流学習や共同学習の実施を通し
の児童の喜びや成長に対する感謝の気持ちを伝えてくだ
て、児童の障がい者理解を深めたい。
さった。次年度につなげたい。

25

個別の指導計画及び教育支援計画が作成されて ・個別の指導計画を立てる際、実態に即した
いるか。
「個別の支援計画」を作成し、支援できた。

Ａ

・「個別の支援計画」の評価を交流学級担任と行い確認
・「個別の指導計画」は支援学級担任だけでなく、全職員
したい。
に知らせ、皆のものにできた。
・新たに全学年の教育支援計画を作成していきたい。

Ｂ

・給食のマナーについては、共通理解を図り、引き続き
食べ方の指導に当たりたい。
・学級の実態に応じて給食指導ができている。
・栄養教諭による食育指導は、毎年3年生を対象に行
・毎日の給食時、保健給食委員の児童の放送を聞いて、
い、食事に関心をもたせる。高学年では、家庭科や保健
食材やメニューについて関心を持たせるようにしている。
体育の学習において、栄養素の働きなどを理解し、栄養
について考えて食事をする大切さを指導していきたい。

動

Ⅲ

・収穫祭や七夕等で低学年に寄り添う5・6年生の姿が多く ・引き続き縦割り斑での活動を多く取り入れ、他学年と
見られた。
の交流を深めさせたい。

Ａ
Ａ

・研修会への参加が、思うようにできない。授業変更な
どをしながら、参加体制を組むことができるよう取り組ん
でいきたい。
・下校時刻の夏16:30,冬16:00を徹底して指導するように
・共通理解した内容を同じ歩調で指導してきた結果、子ど
し、親にも知らせる。廊下歩行と下校時刻を徹底させた
もたちの生活に落ち着きが見られるようになった。
い。

Ｂ

⑥特別支援
教育

育

・月1～2回程度派遣されるスクールカウンセ
ラーによるカウンセリングを実施している。

課題・改善の方策

・地域の人材を生かして、いろいろな方と触れ
家庭・地域社会・関係機関等と連携しながら生徒
合う中で、大宇陀の良さを理解させることが
指導をすすめているか。
できた。

活

⑦食

・教職員が歩調を合わせ、指導に取り組んで
きた。

Ｂ

評価の観点・理由

20

育

理
・
運
営

取組と成果

中項目

・毎月の献立表を掲示し、給食便りの紹介を
している。保健給食委員会では、毎月の献立
や食材に関するクイズなどを放送した。その
ことで児童の食材や産地への関心が高まっ
ている。
・食物アレルギーについて児童が理解を深め
るために、紙芝居を使って、アレルギーと偏
食の違いについて指導した。
・3・6年生で市内の栄養教諭による食育の授
業を行った。

・教職員アンケートの結果、Ａ評価であった。支援委員会
や校内教育相談が定着してきたことが評価につながった
・保護者アンケートでは、特別支援教育に対する保護者
と考えられる。
の理解が進んできているので、更に充実させていきた
・市の教育相談やほほえみ教室、スクールカウンセラーと
い。
の連携が密に取れ、保護者と一緒に子どもの実態把握
や支援のあり方を考えることができた。

Ａ

26

児童の食生活等の実態に即した「食に関する指
導の全体計画」が作成され、計画的に実施されて
いるか。

27

学校の安全を確保するための計画や危機管理マ ・毎年マニュアルの見直しを行い、災害時の
ニュアルが作成され、実施されているか。
教職員の役割を確認している。

Ｂ

28

教職員及び子どもの安全対応能力の向上を図る ・１年生の下校に対して、複数の学年で帰る
ための取組を行っているか。
よう安全に配慮している。

Ｂ

29

・学校、地域、保護者が協力して、登校指導
を毎月行ったり、分団会や下校指導で、通学
校内や通学路の安全点検が実施されているか。 路の安全点検をおこなっている。
・月1回、全職員で校内の安全点検の日を設
け実施している。

Ａ

30

・不審者対応訓練では、地域の警察の方に
家庭や地域の関係機関・団体と連携して、学校や
来ていただき、アドバイスをいただきながら訓
児童の安全を確保する取組を進めているか。
練を進めた。

Ｂ

31

学校防災計画を作成し、避難訓練等を実施して
いるか。

Ａ

・事態に即して適切に避難できるよう、場の設
定を工夫した。

Ｂ

Ｂ

・未然に事故を防いだり、起こってしまった事故が再び
起こらないように、指導を続けていきたい。

Ｂ

・児童の下校を見守るために、スクールガードリーダーに ・スクールガードリーダーやボランティアの方にも協力を
も依頼している。
お願いし、連携をとっていきたい。

・１年生が毎年安全教育を行っているが、系統立てて安
全教育を推し進めていきたい。
・不審者対応で合い言葉を決めるなど、避難の仕方につ
・さらに、いろいろな形の避難訓練を考えていきたい。
いて職員で共通理解ができてきた。

様式３
大項目

中項目

番

理

営

Ａ

34

・心のケア、健康に関する相談で保護者の希
心のケア、健康に関する相談活動の体制が整備
望が多く、スクールカウンセラーに継続的に
されているか。
ケアしてもらってきた。

Ｃ

・児童のアンケートでは、悩みがない児童が半数いる。し スクールカウンセラーの来校が月1回程度となり、子ども
かし、「悩んだとき教師が相談にのってくれるか」の質問 たちの精神面をサポートし切れない面もある。ＳＣの派
には、「あまり」「ぜんぜん」と答えている児童は9％いる。 遣増を要望していきたい。

35

・感染症疾患を予防するために、換気・手洗
日常の健康観察や疾病予防、子どもの自己健康 い・うがい・消毒をするように指導してきた。
管理能力向上のための取組を進めているか。
・虫歯予防の指導に歯科衛生士を招聘して、
10月に取り組んだ。

Ｂ

・感染症予防に更なる工夫改善を行う。
・むし歯予防のために歯科衛生士を招聘し、中学年を対
象にして取り組みたい。

36

校務分掌組織が適切に編成され、有効に機能し
ているか。

・多くの意見を取り入れられるように、低中高
部会から一人ずつ主な分掌に入るようにし
た。

Ｂ

37

教育活動が円滑に行われるように校内予算が編 ・必要な備品は早めに連絡し、適切に購入で
成され、適切に執行されているか。
きるようにした。

Ａ

38

・適切な処置を行い、保護者への連絡・説明
も行った。状況によっては、医療機関での診
察及び治療を受けた。

Ｂ

・養護教諭・担任・管理職の連携を更に密にし、医療機
関への受診の判断を適切にする。

Ｂ

・個人情報の保護だけでなく、著作権などについても理解
・情報リテラシーや著作権に関する研修会を計画する。
できていないことが多い。

Ｂ

・ＰＴＡ活動があまり見えない。窓口が一本化のため、教
員との距離が開きすぎている。

・教員が複数で関わったらどうか。

・学校の様子が分かりやすいという良い評価であった。

・保護者との対話の機会を多く持つために、2学期に希
望制の個人懇談を設定したらどうか。
・ホームページをタイムリーに更新できるように研修す
る。
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⑪保護者
地域との連携

⑫施設・設備

Ⅳ

学校保健計画等が作成されているか。

学校事故への対応を適切に行っているか。
公文書の作成・収集・保管・個人情報の保護など
情報管理が適切に行われているか。

・ＰＴＡ活動はそれぞれ責任をもって真面目に
取り組まれている。
ＰＴＡ、地域団体との連携が十分にとれているか。 ・地域の公共施設や商業施設など、見学した
りインタビューしたりして体験型学習ができ
た。

・保護者アンケートの結果、保護者の満足度は、94％と肯 ・引き続き、迅速に家庭に知らせて、保護者が子どもの
定的であった。
実態を把握できるようにしていく。

Ｂ

・校務分掌はどうしても高学年担当に偏りがちである。低
中高から名前は挙げているものの、結局は主任任せに
なってしまっている。

Ｂ

41

・学校だよりと学年だよりの時期をずらして、
学校から保護者・地域に向けた情報提供が適切 伝える内容が重ならないようにした。
に行われているか。
・連絡帳や電話・家庭訪問などを通して、家
庭との連絡を密にしてきた。

Ｂ

42

幼少連携、小中連携など学校間の円滑な接続に ・体験入学や連絡会、授業参観の公開など、
関する手立てが講じられているか。
積極的に行うことができた。

Ｂ

・校園間の連携は今後も密に続けたい。3学期だけでな
く、年間を通して交流し連携していく必要がある。

43

保護者、地域住民から寄せられた具体的な意見 ・学校に寄せられた意見や要望には、しっか
や要望が学校運営に反映されているか。
り耳を傾け、早めに適切な対応をしてきた。

Ｂ

・学校への良きアドバイザーと受け止め、今後も素早く
適切に対応していく。

44

施設・設備の安全・維持管理のための点検が実
施されているか。

・校舎内外の安全点検を定期的にして、不具
合があれば早期に対応してきた。汚れが目
立っていた光庭の清掃をした。

Ａ

45

・「一人一人のよさを認め合い、互いの思いや
校内研修のテーマや内容が学校や児童の実態に
願いを受け止める授業づくりの在り方」という
即したものになっているか。
テーマで取り組んできた。

46

・今年度は、どの子にも「分かる・できる」授業
校内研修の組織が整備され、教職員が意欲的に
づくりに重点を置いた取組を継続して実践し
取り組んでいるか。
た。

Ｂ

47

校内研修の内容が教職員の職務能力の向上に
資するものになっているか。

Ｂ

Ｂ

Ａ

修

修
・講師の講話や特別支援教育と連携した研修
ができた。

・運動場第2期工事部分の水はけ改良工事に関しては、
・施設・設備が新しいので、保護者の評価は高いが、これ 教育委員会に要望している。新しい校舎を維持管理す
を維持管理することが難しい。
るために計画的なメンテナンスを教育委員会に要望して
いるが、実現するようこれからも働きかけたい。

Ａ

研
⑬研

課題・改善の方策

・定期的に健康診断を実施し、その結果を直
健康診断が実施され、事後の措置が適切に行わ ちに家庭に連絡している。また、けがや病気
れているか。
については、担任と養護教諭が連絡を密にし
て対応している。

39

運

評価の観点・理由

33

⑩組織運営

・

評価
Ａ

⑨保健管理

管

取組と成果
・学校保健計画が作成され、計画どおりに進
めている。

32

Ⅲ

小項目（具体的評価項目）

Ｂ

・誰にでも分かりやすく、安心して参加できる教育環境を
作るために、ユニバーサルデザインの視点を授業づくり
に取り入れ、全学年で研究授業に取り組むことができた。
・今までに取り組んできたことをふまえながら、ユニバー
サルデザインの視点を普段の授業に生かすことができ
た。

・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり
が定着し始めているので、今後も継続して取り組んでい
きたい。
・学校全体として、学習のルールや生活ルールを共通
理解して行うことができるように取組を進めたい。

・学級の中の特別支援を要する児童に対して、教員がど
のような視点で支援していけばよいのかを学ぶことがで ・現職教育の時間を確保し、時代の変化に応じた様々な
きた。また、それらのことを学級経営に生かすことができ 分野での研修を企画し、内容の充実を図りたい。
た。

