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２．平成 23.24年度「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進への取組」 

 

（１）研究テーマ   

学校を核とした「新しい公共型」地域コミュニティ学校 

の構築 

 

（２）事業内容・方法 

（１年目） ・学校運営や教育活動に反映させる学校運営協議会の組織・運営体制づくりに関する 

具体的な検討 

・保護者や地域住民の意向を把握するために研究や企画・提案 

 

（２年目） ・学校と地域社会の融合による教育活動の充実に努め、学校運営協議会を継続的に発

展させるための担い手の人材確保や育成、効率的な体制の工夫や研究 

 

（３）運営組織 

「伊野南小学校 地域・学校コミュニティ推進委員会」 

有識者（大学教授） 

保護者（PTA 会長） 

地域代表（開かれた学校づくり推進委員長・南っ子ミュニティコーディネーター） 

教職員（小・中学校長 小学校主幹教諭） 

 

（４）当初の構想 

平成 23.24 年度は、これまでの地域の方々との地道な取組を体系化しつつある段階であった。

学校を核とするスクール・コミュニテイを「南っ子ミュニティ」と名付けた。 

スクール・コミュニテイ構想は、年間 365日、24時間フルタイム、学校機能を地域住民と共用・

共有して運営するものである。 
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（５）活動の実際 

①先進地視察…千葉県習志野市秋津コミュニティ 

②児童・生徒の生命を守る取り組み 

    ・津波を想定した小中合同避難訓練 

    ・裏山への緊急避難経路の検討と確保作業 

 

③地域コミュニティの場づくり 

     

 

 

 

 

・運動場への築山整備 

 

    ・伊野南花公園＆奥田川改修工事に伴う「親水公園づくり」の活動 

             

 

 

             

 

 

 

                        

   

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏
山
避
難
経
路 

伐
採
作
業 

親子で「あやめ植え」の活動 伊野南花公園の作業 

ﾍﾞﾆｵｸﾞﾗｺｳﾎﾈ 

ナガエミクリ 

 「奥田川親水公園」 完成イメージ

図 

絶滅危惧植物の群生 

小中合同で裏山へ避難訓練 
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④子どもと大人の人間関係を広げ、深める活動 

    ・地域子育て創生事業「放課後体験教室」→ 学社融合の実現 

 

 

 

 

 

 

すっとん（石磨）会           ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ            三味線教室 

 

 

 

 

 

 

将棋クラブ               条幅教室               折り紙教室 

⑤教職員研修Ｈ24.2.1 

    講師：千葉県習志野市 秋津コミュニティ顧問 岸 裕司さん 

      「生涯学習社会の実現を基軸としたスクール・コミュニティについて」 

 

  

 

 

⑥推進委員会の規約整備 

⑦学校の空き教室の有効活用…コミュニティ・ルームの設置 

⑧「奥田川親水公園」を生かした学習の展開 

 

 

 

 

 
     川遊び           水生生物の            水質などの調査学習        周辺整備活動 

                             観察学習 

 

⑨「地域が学校を見守る」システムづくり 

 

 

 

 

 

 

     スクールガード・民生委員・開かれた学校づくり 

推進委員・区長 等との連携・協力による 

「地域で子どもを育てる」意識の共有 

 コミュニティ・スクールは「学校のみの改革」であるのに対し、スクール・コミュ
ニティは、「市民立学習社会の実現」を基軸とした「新しい地域・都市政策としての

改革」。千葉県習志野市秋津コミュニティの取り組みを紹介しながら、学校を核とし

た地域コミュニティづくりについて学ぶ。 
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（６）平成 25年度以降（学校運営協議会）へ残された課題 

 

  ○40 人を超える「開かれた学校づくり推進委員会」と新設される学校運営協議会との関係を整理し

なければならない。一番大きな課題は、同推進委員会を、いかにして発展的に解散するか、或い

は、いかにして学校運営協議会の下部組織へと円滑に移行させるかということである。 

 

  ○地域と学校がどのような情報を共有することが効果的か、内容の検討を行わなければならない。 

 

○学校の情報をスムーズに地域に伝えために、伝達方法を整備する必要がある。 

 

  ○コミュニティ・スクール事務を担当する教職員の職務内容を研究しなければならない。 

 

  ○学校施設の施錠・開錠等、防犯設備面を改善して、学校の教職員抜きでも利用できるセキュリテ

ィ環境にする必要がある。 

 

  ○図書ボランティアと学校安全ボランティアのみが自立的に活動している。学校運営協議会と連携

して、学校を支援する活動を広げ、再編成していかなければならない。 

 

 

 



３ 平成 25年度 伊野南小学校 コミュニティ・スクールの取組 

小学校長 学校運営協議会 

保護者 地域の方 

学識経験者 行政 

教頭 主幹教諭 

ＣＳ事務 

学校運営の基本方針 

教育計画 

説明 

意見 

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
推
進
委
員
会 

説明・要請

請 

意見・支援 

地域ボランティアのみなさん 

図書 学校安全 学び 環境 生涯学習 

説
明
・
要
請 

支
援 

いの町 

教育委員会 

任命・支援 

意見 

６
 

（１）組織図 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3aX6EUAB8hRAFkBI1.DTwx.;_ylu=X3oDMTFvYWNmdTZvBHBhdHQDcmljaARwb3MDMwRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=1auq37q60/EXP=1372164288/**http:/rd.yahoo.co.jp/search/direct/isearch/%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%B2%F1%B5%C4/%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8+%B2%F1%B5%C4/*http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E4%BC%9A%E8%AD%B0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdVeTOdxUVnEAp5CU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=12j1bqb1r/EXP=1423805203/**http:/www.city.sanda.lg.jp/chiikishien/images/idobatakaigi.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdDILO9xU4FMAyFOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=12lh5q6m6/EXP=1423805579/**http:/iconhoihoi.oops.jp/sozai/icon/63-building3/icon_3g_192.png
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（２）コミュニティ・スクール事務の役割 

 

 業務 内容 備考 

事
務
補
助 

学校日誌記入 児童の出欠、教職員の服務関係の記録  

文書受付 文書（配布文書含む）に受付押印、受付簿に入力、文書

番号を割り振り。回覧の終わった文書の分類・保管。 

 

その他の 電話対応や校内文書の取り扱い、消耗品の補充など。  

校
務
補
助 

掃除監督 児童とともに掃除をして、監督・評価する。 教頭とともに 

給食準備 用務員とともに職員室分の給食の配膳。 
用務支援 

校内美化 用務員とともに校内の掃除や校庭美化など。 

情報教育及び教職

員の支援 

全校一斉に行う ICT機器のセキュリティ管理。 

各教室の電子黒板の更新プログラムのインストールや、

不具合の修正等。  

ソフトの操作支援や、各学校行事の写真記録、あゆみや

指導要録の整理など。 

町教委 ICT 担当

と連携 

 

 

教職員の事務負

担軽減 

 

 

各種調査の集約支

援 

全国学テや県版学テなどのコピーや自校採点結果の入

力。 

その他 委員会活動や代表委員会時の作業、クラブ活動支援、教

職員の事務作業補助。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
務 

学校 HPの更新 週 1・2回程度  

南っ子ミュニティ、

「放課後体験教室」

の運営 

町社会教育課の事業「放課後体験教室」の企画、講師と

の日程調整、会場（教室）の確保、開催要項の作成・配

布、募集の取りまとめ、外部からの問い合わせへの対応、

開催当日の運営補助、記録（写真撮影・出席人数把握等）、

報告、必要消耗品の手配 

コーディネータ

ーの支援 

 

土日の出務あり 

学校運営協議会事

務 

日程調整、文書作成・発送、内容の記録、出務費の請求、

消耗品の購入、予算など活動原案の提示など。 

小中管理職とと

もに 

 

奥田川親水公園の

会・桜の里親の会事

務 

日程調整、文書作成・発送、内容の記録、作業当日の準

備・片付け、予算執行 

PTA行事との調整 

人材バンク登録 

各種ボランティア

団体活動事務 

伊野南人材バンク登録者のデータ管理 

文書発送（メール含む）、連絡調整、活動の際の準備・後

片付け・記録 

 

地域への文書配布 各区長へ回覧依頼・配布。  
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（３）平成 25年度 学校運営協議会の記録 

月 日 会議名 内 容 等 

4 月 18 日 第 1 回学校運営協議会 
学校経営方針等の説明・承認 

地域組織について協議  

5 月 17 日 第 2 回学校運営協議会 
学校運営協議会長選任、地域組織への対応について 

児童の学校生活について意見交換 

6 月 26 日 第 3 回学校運営協議会 
校長・研究主任より学校の現状と課題の報告、 

人員面での課題検討、地域の人材確保等について協議 

9 月 19 日 第 4 回学校運営協議会 
人材バンク登録募集について検討開始、 

１学期のふりかえり（成果と課題）、先進地域視察報告１ 

11 月 12 日 第 5 回学校運営協議会 
学校教育目標、教職員の配置について 

学校ボランティア要綱案検討、学校評価実施予定等について 

1 月 21 日 第 6 回学校運営協議会 
学校自己評価案について 

来年度学校経営について提言、先進地域視察報告２ 

3 月 7 日 第 7 回学校運営協議会 
本年度の振り返り、学校自己評価・学校関係者評価の確認、 

平成 26 年度経営計画・強化ポイントについて 

①第 1回協議会内容 4月 18日 

○学校経営方針等の説明・承認 

○児童の学校生活の様子、課題について（校長より） 

・おとなしく、素直な子どもが多い反面、少し距離があるとあいさつができる子が少ない。

運動能力先般の低さが心配される。 

・今年から２時間目休み時間を 25 分間にして、遊びを通じての体力アップを図る。 

・ほとんどの新 1 年生が学童保育へ入会している実態がある。 

○年間学校行事予定について（行事予定表、主な行事の確認） 

○開かれた学校づくり推進委員会について（協議） 

・伊野南地区は小中合同で設置しているので、小学校が学校運営協議会を設置したからとい

って、すぐに解散することはできない、望ましくない。 

・学校運営協議会やその他の組織において、委員にかなりの重複があり、負担が大きくなっ

ている。 

・現開かれた学校づくり推進委員との関係が切れないようにするために、協議会の周知や活

動の広報も必要である。 

・各地域の代表が学校運営協議会に入ってないのはどうか。人員が限られるなら、開かれた

学校づくり推進委員の方へ入れるべきではないか。 

・子どもの様子や地域の様子が情報として入ってくるのは開かれた学校づくりの会の場であ

ったことから、同会は存続してほしいし、存続してほしい活動もある。（祭りへの参加、清

掃活動など） 

・親水公園の会ができた経緯には、保護者や子どもたちの声、希少植物の保全等の目的が行

政側の目的とマッチングしたということがある。うまく運営していくには地域の協力が必

要である。 

・その際、学校の負担を軽減するため、会を少なくしてまとめ、できるだけ地域で自主的に

運営していけるように運営方法を考える。 

・「学校をどうしていきたいか」というビジョンを出していきたい。 

・「学校運営協議会」「コミュニティ・スクール推進委員会」「開かれた学校づくり推進委員会」
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の関係について町教委より説明してもらう。 

・開かれた学校づくり推進委員会は今年継続し、いずれは学校運営協議会にまとめていく。 

・6 月の開かれた学校づくりの会で学校運営協議会について説明を行う。 

・学校運営協議会の役割及び人数についての確認。（町規則より）当面は 10 名。 

②第 2回協議会内容 5月 17日 

○会長・副会長選任  

○開かれた学校づくり推進委員会への対応について 

 ・同会にて町教委から説明してもらう。「町教委より委嘱された委員であること」「法的に根拠

があること」「開かれた学校づくりの会との違い」等。 

○学校運営協議会委員の欠員の扱い・補充について 

○児童の学校生活の様子について（報告・協議） 

 ・来年度入学児童は 34 名程度。支援を要する児童が比較的多い。体力向上のための遊びの環境

を整備していきたい。朝の時間の「ジャックナイフストレッチ」を全校で取組んでいる。・小

中交流での授業参観実施。大変落ち着いており、真剣に授業に取り組んでいた。体力向上の

数値から、５年生の実態は高知県の平均以下だったが、取り組みによりだいぶ向上してきた。

また通信等でお知らせしたい。入学式での校長・PTA 会長の話で、1 年生はほとんどお迎え

を車で来なくなった。就学時検診時に保護者へプレゼンしていきたい。（小学校より） 

 ・中学生も休み時間に運動場でよく遊んでいる。学力も高い。中間層の底上げが課題。支援が

必要な子どもに対しては小学校からの引継ぎで入学前からしっかり対応できており、中一ギ

ャップもほとんどない。（中学校より） 

 ・学校運営協議会として、何かしっかりしたテーマを持ってやる方がよい。「体力づくり」や「特

別支援」など。学校が希望することに関してどのように地教委にアピールしていくか、など

も話し合ってはどうか。 

 ・次回、研究主任より、現状や課題を話してもらいたい。 

 ・学校がよくなるためだけでなく、地域の方が学校に来て楽しめ、学校も地域の方が来ていた

だいて楽しめる「WIN-WIN の関係」にならなければならない。1 年生の昔遊び、クラブ、

畑づくり、親水公園での活動など、地域の方が関われることはたくさんある。 

③第 3回協議会内容 6月 26日 

○児童の現状と課題（校長より） 

・CRT 検査結果から、国語学力の２極化が顕著な学年があり、上位の児童が私立へ抜けると、

中学校において大きな影響があると考えられる。 

○学校の現状と課題（研究主任より） 

・人員減（図書支援員）のため、昨年度までのような成果・活動は難しい。全国学テの国語 B

問題の文章を読む力、書く力も不足している。ことばの力だけでなく、心を育てるための図

書館教育が必要である。学校の特色として図書館教育に力を入れたいので、今年削減された

図書支援員の加配を要望したい。 

・学校運営協議会の会長名で要望書を提出する。効果の予測データを添付するので作成のこと。 

（町へは調理員の加配も要望している。アレルギー対策のため。まずはそれを最優先で要望） 

○今後の活動について（会長より） 

・PTA 常任員や保護者に情報発信支援の要請をしてはどうか。ボランティアスタッフの募集・
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登録を通して、学校と地域の敷居を低くする。 

○協議 

・ボランティア登録には先生方の要望に即した人材の募集をしなければならない。（集約・運営

のためには）常時コーディネートする人員が必要である。 

 ・みんなが同意できるような、学校運営協議会としての目標を示す必要がある。学力向上、運

動能力向上、いじめをなくす、など大多数の理解と支持を得る方向で検討してはどうか。 

・保護者の協力を仰ぐためにも、学校運営協議会、コミュニティ・スクールに関して、さらに

理解してもらう必要がある。地区懇談会でも説明する。 

・地域にもペーパーを配るなど周知に力を入れていく。 

・学校存続という長期的な視点の課題も検討していかなければならない。 

④第 4回協議会内容 9月 19日 

○学校より前回検討事項等について報告（校長より） 

・人材バンク登録募集、登録について。運動会でも呼びかけ。 

・地域への文書配布方法。理想としては子ども（と保護者）が地域の方一人一人へ配布したい。 

○１学期のふりかえり 

・全国学テの課題は国語 B。図書館教育活動などが功を奏しているが、さらに授業改善が必要。 

・虐待ネグレクトの防止のためにも、民生委員さんと連携していかなければならない。 

・体力運動能力面では、児童の柔軟性が改善。ジャックナイフストレッチを全校で実施した効

果である。 

・今年は図書支援員がいないため、郡の図書館活動の中心校であるにもかかわらず、夏季休業

中の図書の貸し出しができなかったこと等、支障があった。 

・伊野南中学校の学力については、今後の課題は中間層を鍛えていくこと。努力と成果を出し

たうえで課題を提示し、「より高めるために」人的支援を訴える。 

○伊野南中校長より京都視察の報告 

○協議 

・学校の教育課題について話し合う際には、保育園長さんにも参加してもらって、地域の課題

も話し合ってはどうか。 

・伊野南地区の教育課題として、中学校区内での保小中の保護者の交流を促進し、「困り感」

の解消、共有を図る。 

・保小中の連携の中で、小学校の役割として「頼りになる学校」とはどういうものか考えてゆ

く必要がある。 

⑤第 5回協議会内容 11月 12日 

○学校経営について（校長より） 

・学校教育目標は、「いきいき輝く南の子」とする。運動能力面では、5 年の体力は全国レベ

ルだが、「不器用な子」が増えている。子どもの「体作り」運動に力を入れていきたい。 

○教職員等の配置について（報告・協議） 

・図書支援員を要望する。町の財政や他校とのバランスも考えて、必要であると訴えていく。

給食のアレルギー対応のための調理員の要望には、迅速に対応してもらえた。 

・学校地域支援本部事業を導入するという方向で考える。 

○人材バンク要綱案について（協議） 
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・名簿は年度ごとに作成。募集範囲は校区内住民及び勤務者。随時募集。 

・学校図書ボランティアは図書館担当がコーディネートする。（それ以外はコミュニティ事務

が担当する） 

・中学校がコミュニティ・スクール指定になった際には小中同じボランティア組織で活動す

る方向が望ましい。 

・学校に多くの人が集まってもらうために、地域をよくするという視点での活動をしてゆく。 

・最初は少なくてもいいので、長く続けられるように。地域が活性化すれば子どもも変わる。 

○学校評価について（協議） 

・教職員用自己評価を 11 月中に実施し、1 月にこの会で自己評価の妥当性を検討する。それ

を基に来年の教育目標を作成する。 

・中学校では来年から行事毎に子どもの変容を評価していく。企画側の反省だけでなく子ど

もたちからも意見を聞く。 

○その他 

・月 1 回の保小中情報交換会へ、学校運営協議会会長も参加させてもらう。 

⑥第 6回協議会内容 1月 21日 

○学校評価アンケートについて（協議） 

・「わかりやすい授業か」どうかについて、地域の方はどのように判断したのか。もっと地域

の方に見てもらえる機会を設ける必要がある。 

・「悩みや困ったことについて～」について、「相談できない」のではなく「相談したいこと

がない」のではないか。「学校が楽しい」という項目では数値が高いので、そういうことも

考えられる。 

・4％の「しんどい」子どもたちを救う手だてと体制づくりをする必要がある。→チームで取

組み、支援会を開くなど対応しているが、以後も気をつけて見逃さないようにする。 

・学校評価は、「評価力」を上げていくための手段である。結果も大事だが、「評価力」が上

がるように学校運営協議会は話し合っていくべきである。 

○自己評価書（学校関係者評価）案について報告（校長） 

・いじめをなくすためには道徳教育、人権教育が必要。早期発見のためには日々の授業の中

での子どもの変化に気付くこと。中学校では学校でいじめの対策について方針を策定し。

即発見、即対応に努めている。 

・体力の向上について、5 年生は 4 月よりも記録が向上、良い結果が出ている。その時季に

あった運動をすることを考えている。今なら縄跳びで（今年はジャンプボードを増設）全

校集会の中でも体育集会を持ち、異学年交流もしている。 

○協議 

・「けじめ・規範意識（敬語・丁寧語）」「自尊感情の向上」学校が好きになれば授業が好きに

なる。自尊感情が低い子が多い、という前提で授業を通じて育てなければならない。 

・保育園の頃から講演などを企画する必要があるのではないか。中学校が来年開校 20 周年を

迎えるに当たり、郡 P の事務局でもあるので、保小中を巻き込んで事業（講演）をしたい。 

・学校運営協議会自身の評価はどうすべきか？具体的な方策を意見として書くようにする。 

○学校より学校教育目標について提案（校長） 

・「家庭が与えられないものは学校が与える」という基本姿勢を堅持する。 
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・いじめ対策について、文面に「日々の気付き」に関わることを明記する。 

○学校運営協議会より平成 26年度の学校経営について提案 

・「目指す子ども像」が何年も同じだが、その中での具体的重点目標を定めてはどうか。 

・学校周辺ではあいさつができても、地域に帰るとできない面の改善を図る必要。→子ども

たちの抱えている不安が根本にある。 

・中学生でも上学年になるに従って、あいさつができているが、地域でできているかはまだ

課題。安心してあいさつができる地域づくりも必要である。 

○その他 

・京都視察から「小学校と中学校は水と油だが、そこをつなぐのが学校運営協議会」と学ん

だ。先進地の視察を委員全員で行ける機会があればよい。 

⑦第 7回協議会内容 3月 7日 

○来年度学校教育計画について 

・PTA 役員や活動の重なる部分もあるので、小中 PTA 組織の一体化も視野に入れる。 

・地域の人たちが「自分たちの地域の子ども」という意識を持てるように、教育理念にも「地

域とともに」の文言を入れてはどうか。 

・小中一貫校となる前に合同運動会はできるのか。学校が一つになる前に地域が一つになる

というかたちをとりたい。異年齢間の交流やキャリア教育（保育園児・小学生が中学生を

「あこがれる自分像」としてみる）も兼ねられる可能性がある。 

・八田の地域おこし、神祭で使う米作り（中学校を巻き込んで）、八田の歴史の勉強等が可能

ではないか。子どもたちも「顔見知り」の人がいれば学校を離れても（安心して）活動で

きるので、人材バンクの活用をしてゆく。 

○学校評価の報告（教頭・校長） 

・多数の中間層を高めるために、1 月の県版学テの結果も踏まえて、短期的取組（計算力な

ど）、中長期的取組（応用力など）を綿密に実施すべきであったと反省する。 

・いじめを発見、なくすための取組、自尊感情を高めるための取組を充実させなければなら

ない。（特に家庭で）成功体験の積み重ね、称賛等が必要。 

○協議 

・評価項目がどこも似通っている。独自の重要項目に絞ってはどうか。評価力（＝地域力）

を高めるためにも日頃から交流する必要がある。数値では成果を表しにくい「教育」とい

う対象の評価の難しさもあるが、多面的に学校を評価できる人を増やす。 

・宿題が多く、遊ぶ時間がほとんどなくなっているという子どもの多忙感の問題がある。授

業改善でなんとかできないか。→授業だけでは「習熟」が難しいので、家庭学習（宿題）

でそれを補っている側面もある。 

・地域・家庭の教育力の低下から、（本来家庭や地域で教育すべきことが）学校へ持ち込まれ

て、負担増になっているのではないか。人間関係が希薄になっていることも一因にある。 

○来年度の活動計画について 

・学校運営協議会委員として授業参観をしてはどうか。 

・今年度・地域でのあいさつが課題としてあがっていたので、会議ごとに評価してはどうか。 

・教職員配置（図書支援員）については町への働きかけができた（ので結果を待つ）。 
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 ３月３１日 

奥田川親水公園が完成。 

希少水生植物の移植が完了すると、「水辺の教

室」の活動が充実します。地域の皆さんの散歩

コースとして、桜の並木が整えられました。 

 ４月１０日 

避難道の整備と同時に、県の天然記念物、白花

センダンの苗を地域の方にいただいて、避難道

の中ほどに植樹しました。 

 ４月１０日 

宇宙桜（ひょうたん桜）の苗を地域の方を通じ

て仁淀川町よりから寄贈していただいき、校舎

の東側に植樹しました。 

 

 ７月２１日 

「奥田川親水公園の会」事務局として、３８本

の桜の里親を募集し、総会を開いて名前プレー

トをお渡ししました。プレートには、「桜の名

前」「性別」「性格」などが楽しく書かれていま

す。ちなみに、伊野南小学校が里親となった桜

の木の名前は～みなみはるお君です。 

（４） H２５ 地域とともに・地域に元気！学校にパワー！ 
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 ７月２６日 

小学校の先生が、地域の保育園へ。 

保小連携で「保育体験」実施しました。 

暑くて大変。 

 ９月２２日 

奥田川親水公園の会の呼び掛けで、里親さんた

ちや地域の方と公園の朝の除草作業。 

１１月まで計４回行われました。 

 ９月２９日 

運動会に地域種目。 

中学生からお年寄りまで参加できる種目を増

やして、みんなでなごやかに競技しました。 

地域の運動会復活の導火線になるかな？ 

 １０月２日 

小・中合同地震・津波想定避難訓練 

初めて地域の方がいっしょに参加してくれま

した。地域で行う防災訓練企画の参考になった

そうです。 
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 １０月４日 

３年生「梨の授業」 

地域の特産品のあま～い梨。 

さて、一番甘いのはどの部分でしょう。 

一日先生は、高知県中央西農業振興センターの

方や、地域で梨農家を営む保護者の方にお願い

しました。大変おいしい授業でした。 

 １０月１８日 

人権参観日 

親子研修の場へ、PTA研修部の皆さんのご尽力

により、なんと「おもてなし勤王党」が来校し

てくれました。素晴らしい歌声を聞かせてくれ

た後「仲間の大切さ」を語ってくれました。 

 １０月２７日 

ねんりんピック開会式へ「伊野南サンシャイン

ズ」出演。県内唯一の小学校マーチングバンド

として演奏を披露して拍手を浴びました。この

他地域に協力してサンシャインズが出演した

行事は～ 

・仁淀川紙のこいのぼり 

・社会を明るくする運動 

・町民祭 

・天王納涼祭 

・県の人権フェスタ 

・中学校吹奏楽部のクリスマスコンサート 

 １０月３１日 

人権啓発センターとコラボして開いた「人権コ

ンサート」 

前川さんの美しい声が、体育館に響いて、子ど

もたちや地域の皆さんを包んでくれました。 
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 １１月１６日 

「南の子発表会」保護者、地域の方をたくさん

お迎えして開催。各学年の発表は～ 

１年 劇「スイミー」 

２年 群読・歌 みんなで「のはらうた」 

３年 学習発表 大好き！伊野南～Let’s 校区たんけん～  

４年 劇「かいじゅうのバラード」 

５年 合唱・合奏 「この星に生まれて」「He’s a Pirate 彼こそが海賊」  

６年 合唱・合奏 「ふるさと」「VS.～知覚と快楽の螺旋～」  

 １２月３日 

「花公園の作業」 

地域の方といっしょにパンジーのお世話。 

花公園は、地域の方の熱い思いで生まれた学校

隣接の憩いの場です。モグラが一匹迷い込んで

いるようです。 

 １月２２日 

小中教員交流会 

今回は中学校の先生方に授業を見て頂いて、協

議を行いました。 

 ２月１４日 

園児一日入学 

５つ園から年長さんが４０名来校しました。１

年生のオープンスペースでにぎやかに交流し

ました。来年度の入学生は３５人の予定です。 
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 ２月１５日 

６月に続いて第２回の「開かれた学校づくり推

進委員会」 

ボランティアの実働部隊である皆さんが、学校

の取組を聞いて、意見交換しました。小中合同

で開いています。 

 ２月１８日 

５年生の保育園訪問 

楽しい遊びを考えて、一生懸命交流しました。 

 ２月１７日 

地域へ花のプレゼント 

育てた花を壽幸園（老人ホーム）や保育園や郵

便局へ、６年生がお渡ししました。 

 

 ２月２３日 

伊野南サンシャインズ演奏会 

OB、OGもふくめて７０人の演奏会になりまし

た。６年生７人が卒業するセレモニーも行われ

ました。地域の皆さんからも、盛大な拍手をも

らいました。 
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 ３月７日 

今年度最後の学校運営協議会を開催しました。 

学校評価の結果や来年度教育計画、来年度の予

定等について、活発な意見交換が行われまし

た。来年度は「あいさつ力」に焦点を当てて、

子どもたちの様子を話し合っていくことにな

りました。 

 ３月２１日 

お世話になった地域の方に全校集会で「ありが

とう」の気持ちを込めて感謝状を贈呈しまし

た。 
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（３）町長・教育長との懇談会 1月 30日 

○運営協議会委員より 

・「南っ子ミュニティ」の経緯説明。人口・児童数減に歯止めをかけるための魅力ある地域

づくり。そのために学校へ地域の方に来てもらうため施策が必要であること。奥田川親水

公園はその一つの施策であること。 

・コミュニティ・スクール指定について説明。（今回は陳情や予算要望を訴えに来たのでは

なく、現状とこれからの活動について知ってもらうため） 

・小学校児童数の推移について説明。（児童生徒数を増やすための知恵をいただくため） 

・若者が移住しやすい、したいと思えるための学校づくりについて。 

・神祭や神田、地域の清掃などに中学生が来てくれて、非常に助かっている現状について。 

・医療費無料などの子育て優遇策はありがたい。子どもの育ちの豊かさを感じる。 

・秋津小視察について。現在の「南っ子ミュニティ」の活動実態について。 

・経済面及び市街化調整区域指定による宅地造成、人口増の難しさについて。 

 

○町長より 

・いの町は中山間地域であり、都市部も抱えている。伊野南地区や枝川地区は高知市のベ

ッドタウン的な存在でもある。現在国から下りてきている地方創生の事業案をもとに、各

課に林・農・独自産業を柱に案を考えてもらっている。その中で教育について「案を」出

してほしい。 

・「タウンポリス」の活動を町から伊野南に提案した時は、良い感触ではなかったが、「南

っ子ミュニティ」の活動などで、空き教室の活用も進んでいることがわかった。 

・医療費無料の施策には、子育て支援策ではなく、消費税の増税に伴う還元策である。 

・奥田川親水公園の整備にかなりお金をかけたが、管理や運営はどうなっているか？ 

回答：現在まだ河川改修工事が継続中であり、完成後にイベント的なものを行い、児童

生徒の学習の場（ベニオグラコウホネ・ナガエミクリの希少種の観察など）、地域の憩いの

場として活用していきたい。ついてはトイレの設置をお願いしたい。 

・天王への企業誘致は難しいが、集合住宅地である同地区は、一次子育て世代からその子

どもの代である二次世代へ移行してきている。これは一つの教育の成果であると考える。 

・毎年お金がかかる事業は町として難しい。単発のものならなんとかなる場合もある。 

・市街化調整区域の指定は県がしているので、町の一存での変更は今のところ困難である。 

・晩婚化からの少子化も人口減の一因と考えている。 

・地産外商については「ふるさと納税」というかたちで、今年度は現時点で数千万円の収

入があった。納税額の 3分の 2は特産品で返していることが効果的なのではないかと思う。

人気の品は神谷・中追の米（無洗米）である。 

・学校が、「地域とともに歩む、地域に向かって開く」という覚悟を決めていることが良く

分かった。 
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○教育長より 

・（コミュニティ・スクールの取り組みは）学校側のメリットが十分あり、PTAもやる気が

ある。伊野南地区がモデル地区として、先進地となってもらえるとよい。 

・地域の方が学校に入ることで、教員と保護者・子どもとの関係がスムーズになったと感

じられる。 

・行政の力がないと動かないところも多いので、これからも協力・支援をお願いしたい。 

・中学校の部活動の存続について、活動自体は指導教員に頼る割合が大きい。教員配置の

問題は町教委だけでは難しい。外部招聘コーチの費用は町教委で（できる限りは）みるこ

とができる。 

・加配教員や特別教育支援員もいつまでも付けることができないので、地域創生につなげ

てほしい。 

・伊野南は元気のある学校であり、地域の底力があるうちに危機感を持っている（ことが

良い）。天王の年齢層が（良い形で）入れ替わったことも背景にあるだろう。 

・具体的な方策は町教委からは下ろさないので、要望を上げてほしい。 

・いの町は保健師の配置が多いほうであり、「ぐりぐら広場」も改装して使いやすくなった

ので、妊娠時からの子育てを支援する体制はある。ぜひ活用してほしい。 

 

○懇談会後の委員の感想・意見 

・有意義な懇談であり、学校運営協議会の目指すところを理解してもらえたと思う。 

・このような懇談会をできるだけ定期的なものにしたい。 

・こちらも町の施策について理解することができた。学校運営協議会から行政に対して具

体的な政策提言をしていくことが出来るし、必要である。 

・町長・教育長に学校へも来ていただきたい。全校集会など、子どもたちの姿を実際に見

てもらいたい。 
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（４）コミュニティ・スクール先進校視察報告 ～京都大原学院～ 

報告者：伊野南中学校コミュニティ・スクール担当教諭 

①大原学院概要（略） 

 

②通常の小・中学校との違い 

  ・４・３・２制の導入（中１ギャップ解消のため） 

  ・前記ブロック（小１～４）と後期ブロック（中２、中３）の教室配置（隣接） 

  ・さまざまな行事での学年間交流と上級生の規範意識の向上。 

  ・ノーチャイム制 

 

 ③地域の施設としての大原学院 

  空き教室を利用して、０～３歳児とその保護者をたいしょうとした集いの広場を開設。

子育て講座や料理講座、折り紙講座等、幅広い活動を行い、子育て世代の交流を促進し

ている。 

  同じく空き教室を利用して、０～５歳児を預かる施設を設置。京都市の「里親制度」

を利用している。 

 

 ④学校運営協議会に構成 

  自治連、PTA、ボランティア、学識経験者、地域代表によって構成。地域代表とは、

地域安全隊、見回り隊、伝統文化、放課後学習、環境などの部会の代表者。 

 

 ⑤経費 

  年間 300万円近くの独自予算を地域の寺院等からの寄付でまかなっている。 

 

 ⑥大原学院から学ぶこと 

 ・少子化に悩む地域に学校を残すという目的からすると、同学院の取組は参考になる。 

 ・観光地ではない伊野南地区では、寄付金は期待できない。独自の財源確保を目指すな

らば課題。 

 ・大原でも Iターン、Uターンを増やそうとしているが、市街化調整区域を抱えているの

は伊野南地区と共通。四国内には、調整区域が撤廃されて進展している地域もあるの

で、参考になるかもしれない。 

 ・大原地区のインフラ整備には、地域の方（学校運営協議会の委員さん）の働きかけが

大きなポイントとなっている。 

 ・地域の人口維持を目指す場合には、行政に対して働きかけをしていかなくてはならな

い。その一端を担う教職員にも。校区の地域おこしや行政に対して、積極的な姿勢を

持たなくてはならない。 
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（５）H26放課後体験教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護身術 

日本舞踊 

折り紙教室 

ダンス 

将棋 

つかまれても逃げ

られるよ！ 

もう少し高く腕をのば

しましょうね。 

王手！！…じゃな

かったか…。 

模様を描こう！ 

地域で発表する

のが楽しみ！！ 



28 

 

 

 

フラワーアレンジメント 

まんが教室 

三味線 

ヨ ガ 

素敵なログハウス

（学童保育）が教室

です。 

お花の香りに包ま

れてます。 

バチさばきもあざやかに…

…弾きたいな。学校の和室

を使っています。 

は～い、リラックス、

リラックス♪こちらは

北舎空き教室です。 
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５月 

サンシャインズは、今年も仁

淀川の水中こいのぼりイベ

ントで、オープニングを飾り

ました。 

毎週金曜日の朝は、図書ボランテ

ィアさんによる読み聞かせです。

１年生は、広いオープンスペース

を使っています。 

9月 

今年も運動会に地域種目。ボール

を落とさずにリレーだ！ 

１０月 

地域の方といっしょにプランターに

花の苗を植えました。きれいに咲か

せて全国書写研のお客様をお迎えし

ます。 

（６）H26 地域とともに 地域に元気！学校にパワー！ 

11月 

たくさんの地域の方もお迎えし

て、「南の子発表会」を開催。 

６年生登場！「ジュピター」を演

奏しました。 



30 

 

 

 

10月 

環境ボランティアさんが整備して

くださった裏山避難道に、いの町が

手すりをつけてくれました。中学校

と同時に避難訓練！ 

学校前の花公園にパンジーを植え

ます。普段からお花のお世話をして

下さっている、環境ボランティアさ

んに指導してもらいます。 

花公園横の果樹園の樹に、実がな

り始めました。クラスの樹を決め

て、名札を付けています。桃がた

くさん獲れました。 

12月 

三味線講師のご紹介で、プロのパン

トマイムショーが実現。ワークショ

ップで「透明なかべ」を練習中… 

２月 

最後の「開かれた学校づくり推

進委員会」。皆様、これからも

ご支援よろしくお願いします。 
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５ 学校評価 

（１） H25 学校評価アンケート 分析  

グラフ１５ 学校生活が楽しいか。（満足していますか） 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ１６ 分かりやすい授業か。（分かりますか） 

                    

 

 

 

 

 

 

グラフ１７ 保護者は悩みとか困ったことについて教職員に気軽に相談できているか。 

                     

 

 

 

 

 

 

グラフ１８ 目標を持って学校生活を送っていると思うか。 

 

                     

 

 

 

 

 

〇児童の 87.5％が「そう思う」「ややそう思う」と昨年度

より 2.7％減少している。更に、約 12.5％の児童が「あ

まり思わない」もしくは「思わない」と答えており、昨

年度より 2.7％増えたが、今後も今まで以上に児童と関

わっていくようにしていきたい。 

保護者の９5.3％で昨年度より 1.7％減少している

が、95％以上の方々が肯定的回答をしてくださってい

る。これは、日頃の学級だよりや学校行事・参観日等を

通して直接伝わっているからだと考える。また、今年は

地域の 100％は昨年より 6.6％増加してきているので、

今後も更に本校の取り組みや学校、学級だよりやホーム

ページ等で学校の様子を発信していきたい。 

○ 児童 91％、と 0.8％と増え、保護者 95.4％

地域 100％ともに、９5％以上が「そう思う」

「ややそう思う」と肯定的回答している。毎年、

90％以上の高い評価を得られるようになって

きていた。 

○ 昨年度は、79.9％という数値であったが、今回

は、4.6％下回り７4.9％という結果となった。

これからも学校での子どもたちの様子等を学級

だより・懇談会・電話連絡・家庭訪問等でお知ら

せし、連携を密に取っていきたい。今後も気軽に

話して頂ける関係づくりに努めていきたい。 

 

○ 昨年は高学年になるにつれて高くなり、児童全

体では、８7.5％の児童が「そう思う」「ややそ

う思う」と 0.5％と増加している。特に４年生

から上級生に向けて約 90％以上と高い数値が

出ているので、学校も落ち着いている。今後も

下級生にとっても良きお手本となっている。 
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グラフ１９ 生徒は悩みとか困ったことについて教職員に気軽に相談していると思うか。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２０ 意見や希望を聞いているか。（学校が楽しいか） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２１ 学校は家庭への連絡や情報提供を積極的に行っているか。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２２ 学校は子ども達や保護者・地域住民の意見を聞き、その声を学校運営に生かしていると思

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今回の教職員は、90.9％が「そう思う」

「ややそう思う」と肯定的な数値を表し

ているが、児童においては 75.5％と

0.4％減少し、数値の差が少し開いた。

今後、この数値が縮まるように学校とし

ても子ども達の悩みや相談に積極的に

耳を傾けていくよう努力する。 

○ 児童・教職員共に 89％以上「そう思う」

「ややそう思う」が肯定的回答をしてい

る。保護者からは９1.3％と 1.6％減少

したが、90％以上の高い肯定的回答を

得ている。学校経営ビジョン「学校は子

どものためにある」という理念のもと、

子どもを中心においた取り組みを継続

する。 

 

○保護者は、情報提供に関しては「そう思う」「や

やそう思う」が 94.7％と高い満足度を示してい

る。また、地域は 83.3％と 2％増加している。

今年は学校だよりや携帯メール配信、そしてホー

ムページ等、学校の情報を校区全体に配信してき

た成果だと考える。今後も継続して保護者や地域

へ伝達していきたい。 

 

○児童・保護者・教職員おいては、88％以上は、「そ

う思う」「ややそう思う」と肯定的な数値を表して

いるが、昨年より 5％下回っている。また、地域に

おいても 75％と数値が 12.6％も下回った。 

今後も保護者や地域住民の意見を聞き学校運営

に生かしていきたい。また、地域に関しては「開か

れた学校づくり推進委員会」での討議を深め、共通

認識をもとにした取り組みを、保護者・地域に発信

していくよう努めていきたい。 
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（２）平成 25年度 自己評価書 

 

１．学校教育目標 「いきいき輝く 南の子」 

～心身ともにたくましく、仲間とともに夢や希望をもって生きてゆく子を育てる～ 

２．教育重点目標（めざす子ども像） 

協力できる子ども 

（豊かな心） 

考える子ども 

（確かな学力） 

たくましい子ども 

（健やかな体） 

自らを律しつつ、他人とともに協調

し、他人を思いやる心や感動する心

を持った豊かな人間性 

 

基礎・基本を確実に身に付け、いか

に社会が変化しようと、自ら課題を

見つけ、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する資質や能力 

たくましく生きるため

の健康や体力  

３．自己評価結果（評価項目は学校経営計画中の平成 25 年度強化ポイントをもとに設定） 

分 

野 

評価項目 

（目標達成に向けた具体的な取組） 
達成状況 

自己 

評価 
改善方策 

学
力
向
上 

① 教職員の自主研修支援と

指導力向上の取組の推進 

担任が校外に出る場合には、補習

体制を整えて支援している。多様

な授業作りの研修も開催できた。 

Ａ 

 

② 特別支援教育に視点をお

いた授業改善 

専門的な講師を招聘して児童理

解を深め、対応方法を学んで授業

改善に生かすことができた。 

Ｂ 

ユニバーサルデザインの観点

から、具体的な指導方法や工

夫を共有化する。 

③ 電子黒板の活用 
各クラスで効果的な活用が工夫

されている。 
Ａ 

 

④ キャリア教育の推進 

地域を活用した体験活動等、小中

連携をしながら取り組んでいる。 Ｂ 

公式な場で敬語や丁寧語が的

確に使えるようになることに

重点を置く。 

⑤ 全国書写研への取組 
講師の指導を仰ぎながら、ICTを

活用した授業作りができた。 
Ａ 

書写用語のさらなる定着を目

指す。 

豊
か
な
心
の
育
成 

⑥ 異年齢交流・学習の充実 

保育園との交流会や、縦割り班に

よる異年齢集団の活動を組織で

きた。 

Ａ 

低学年と高学年の交流をさら

に増やし、内容の充実を図る。 

⑦ 特別支援教育の推進 

コーディネーターを中心として、

保護者と共に支援会をもち、指導

に当たった結果、個々の児童に大

きな成長がみられた。 

Ａ 

 

⑧ 道徳教育・人権教育を日

常生活に生かす 

道徳の時間を適切に確保し、児童

の人権擁護という視点で学級経

営・指導に当たってきた。 

Ａ 
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⑨ 読書活動の推進 

図書担当を中心として、ボランテ

ィアとの連携を密にした取組が

展開できた。 

Ａ 

図書委員会の活動をさらに活

性化させる。 

健
康
と
体
力
の
向
上 

⑩ 計画的で基礎・基本を踏

まえた体育授業 

様々な領域での運動経験を増や

す取組を実施し、記録の向上をみ

ることができた。 

Ｂ 

系統性を重視した指導に重点

を置く。 

⑪ 防災教育の充実 

休み時間の震災対応訓練を実施

し、児童は素早い一次避難行動が

できるようになった。 

Ｂ 

高知県安全教育プログラムを

活用した防災学習の時間を全

学年に設定する。 

⑫ 健康、安全指導の徹底と

習慣化 

１・２年生において生活リズム点

検カードを利用し、自分の生活時

間を振り返らせる取組を行った。 

Ｂ 

全校的にメディアの利用制限

や正しい利用の仕方について

指導する必要がある。 

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り 

⑬ あたたかい職場づくり 

相互支援が行われる体制があり、

学校経営診断結果からも、教職員

の満足度の高い職場であると判

断できる。 

Ａ 

 

⑭ いじめのない学校づくり 

QUやアンケートも活用して、いじ

めやいやがらせを掘り起こし、迅

速に対処・解決してきた。 

Ｂ 

いじめ対応の基本方針を策定

し、人権問題として組織的に

対応する。 

⑮ 支持的学級づくり 

児童の 88％、保護者の 95％が「学

校生活が楽しい」と肯定的評価を

しており、ほぼ達成していると判

断する。 

Ｂ 

仲間作りやコミュニケーショ

ンを盛んにする取組を行い、

児童相互の関わりをさらに深

める。 

⑯ 学校防災の機能の向上 

町の備蓄資材が一部搬入された。

児童用の非常用食料備蓄も検討

段階に入った。 

Ｂ 

給食調理場で手に入る食料の

他に、学校の孤立を前提とし

た飲料水や食料を確保する。 

⑰ コミュニティ・スクール

としての取組み 

地域とのつながりを大切にした

取組を展開してきた。学校運営に

ついての論議を深めることで、地

域の中での学校の在り方がより

明確になった。 

Ａ 

学校の特色や地域に貢献でき

ることをより明確にして、発

信する体制を整える。 

 

4段階評価 （ Ａ 目標を十分に達成 Ｂ ほぼ目標を達成 Ｃ やや不十分 Ｄ 改善を要する ） 
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（３）学校関係者評価  

平成２６年２月２０日 

伊野南小学校長 様 

伊野南小学校学校運営協議会委員長  

学校関係者評価について 

 

下記の通り、総合的な評価を Bとし、意見を併記して評価といたします。 

4段階評価 （ Ａ 目標を十分に達成 Ｂ ほぼ目標を達成 Ｃ やや不十分 Ｄ 改善を要する ） 

評 価 意  見 

B 

・学校長をはじめとする教職員が一丸となって、地域から愛される、地域に根差

した学校運営に努力していると感じる。子どもたちや保護者、地域住民も先生方

を信頼し、全面的に協力する体制が整っていると思われる。 

 

・学力向上や豊かな心の育成の面では十分な成果が上がっているので、今後は、

体力向上や食育の面で、少しずつ学校長の独自性とリーダーシップを発揮して、

学校教育目標の達成に向けて努力し続けていただくことを期待したい。 

 

・個々に見れば「Ｂ」のもあるとは思いますが、総じて評価すれば、「Ａ」と判

断して良いと思います。多くの多様な課題が山積するなかで、学校内外の力を結

集する方向を導いている点で、十分な学校経営をなされていると感じます。また

学校経営方針と取り組み姿勢にぶれがなく、学校関係者としても何をしたらよい

かが明確で、学校の声に応えたくなるような信頼が築けていると考えます。コミ

ュニティ・スクールの運営も管理職の先生方はもちろん、事務体制も含め、とて

もスムーズで良いと思います。 

 

・全ての分野、達成状況、改善方策に同意で異存ありません。非常に努力されて

いると思います。 

 

・先生方がすべての評価項目において最大限に努力されていて A評価にしたいと

いうところでしたが、さらに上を目指していって欲しい願いを込めて、あえて B

にさせていただきます。 

 

・それぞれの教員が懸命に課題改善に取り組めていると思います。 

 

・学力向上に関して、下位層を伸ばすと同時にボリュームゾーンを高める手立て

が必要だと思います。 

 

・豊かな心の育成に関して、子どもたちが形として表現できる能力を身につける

ことが、最終のねらいだと思います。私はまだまだ努力が必要ではないかと思っ
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ています。 

・コミュニティ・スクールに関して、運営協議会は開催できたが、具体的に何か

進展したのかなと思います。地域貢献や地域との連携強化の点において、まだ考

えることが多くありそうです。（中学校も含めて…） 

 

・次年度はコミュニティ・スクールの推進と共に小中連携を一層強化したいと思

っています。よろしくお願いします。 

 

特別支援教育に視点をおいた授業改善について 

  改善方策として、具体的な指導方法や工夫を共有化すると書いていますが、 

  ・ 共有化するための具体的な方策がいるのでは 

  ・ なぜ、共有化することが方策につながるのか 

   もう少し具体的に記述するほう方がいいと思います。 

 

いじめのない学校づくりについて 

  改善策として、いじめ対応の基本方針を策定すれば、「いじめのない学校づ

くり」ができると捉えているように感じます。具体的な取り組みを記述するほ

う方がいいと思います。 

 

支持的学級づくりについて 

  児童の 88％が肯定的と捉えるより、12％（単純に 24人）が楽しくないと答

えていることに対して、学校の取り組みが必要だと思います。 

 

 改善施策として 

  学校の役割は、授業の中で、真面目に頑張ればできる成功体験を増やすこと

で他者から認められる経験の積み重ねで「自尊感情が高まり」、将来に向かっ

て頑張って生きる力が湧いてくると思います。故に、「自尊感情が高まる」授

業改善を教員が目指すことが大切だと思います。 
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（４） H２６学校評価アンケート 分析  

グラフ１５ 学校生活が楽しいか。（満足していますか） 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ１６ 分かりやすい授業か。（分かりますか） 

                    

 

 

 

 

 

 

グラフ１７ 保護者は悩みとか困ったことについて教職員に気軽に相談できているか。 

                    

 

 

 

 

 

 

グラフ１８ 目標を持って学校生活を送っていると思うか。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

〇児童の 85.7％が「そう思う」「ややそう思う」と昨年度

より 1.8％減少している。更に、約 14.3％の児童が「あ

まり思わない」もしくは「思わない」と答えており、昨

年度より 1.8％増えたが、今後も今まで以上に児童と関

わっていくようにしていきたい。 

保護者の９5.6％で昨年度より 0.3％増加し、95％以

上の方々が肯定的回答をしてくださっている。これは、

日頃の学級だよりや学校行事・参観日等を通して直接伝

わっているからだと考える。また、今年も地域より

100％の評価を得ることができたので、今後も更に本校

の取り組みや学校、学級だよりやホームページ等で学校

の様子を発信していきたい。 

○ 児童 89.7％、と 1.3％減少し、保護者 95％

地域 100％ともに、９5％以上が「そう思う」

「ややそう思う」と肯定的回答している。毎年、

95％以上の高い評価を得られるようになって

きていた。 

○ 昨年度は、74.9％という数値であったが、今回は、

6.8％上回り 81.7％という結果となった。日頃から学

校での子どもたちの様子等を学級だよりや電話連絡・

家庭訪問等でお知らせし、連携を密に取ってきたこと

が評価されたと思う。今後も気軽に話して頂ける関係

づくりに努めていきたい。 

 

○ 今年も高学年は約 88％以上の高い数値」であ

るが、児童全体としては、79.9％の児童が「そ

う思う」「ややそう思う」と昨年より 7.6％と

減少している。上級生は下級生にとっても良き

お手本となっているので、低学年の時から目標

をもって生活していく取組が必要である。 
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グラフ１９ 生徒は悩みとか困ったことについて教職員に気軽に相談していると思うか。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２０ 意見や希望を聞いているか。（学校が楽しいか） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２１ 学校は家庭への連絡や情報提供を積極的に行っているか。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２２ 学校は子ども達の保護者・地域住民の意見を聞き、その声を学校運営に生かしていると思

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今回の教職員は、87.5％が「そう思う」

「ややそう思う」と肯定的な数値を表し

ているが、児童においては 76.3％と

0.8％増加し、数値の差が少し縮まっ

た。今後も更に、この数値が縮まるよう

学校としても子ども達の悩みや相談に

積極的に耳を傾けていくよう努力する。 

○ 児童・教職員共に約 86％以上「そう思

う」「ややそう思う」が肯定的回答をし

ている。保護者からは９5.1％と 3.8％

増加し 95％以上の高い肯定的回答を得

ている。学校経営ビジョン「学校は子ど

ものためにある」という理念のもと、子

どもを中心においた取り組みを継続す

る。 

 

○保護者は、情報提供に関しては「そう思う」「や

やそう思う」が 95.6％と 0.9％増加し高い満足

度を示している。また、地域は 83.3％と昨年と

同様である。学校だよりや携帯メール配信、そし

てホームページ等、学校の情報を校区全体に配信

してきた成果だと考える。今後も継続して保護者

や地域へ伝達していきたい。 

 

○児童 88％以上、保護者・教職員おいては、92％

以上「そう思う」「ややそう思う」と肯定的な数値

を表している。また、地域においては 75％と昨年

同様の結果であった。 

今後も保護者や地域住民の意見を聞き学校運営

に生かしていきたい。また、地域に関しては「開か

れた学校づくり推進委員会」での討議を深め、共通

認識をもとにした取り組みを、保護者・地域に発信

していくよう努めていきたい。 
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（５）H２６学校経営強化ポイントに関する自己評価（案） 

A：十分に達成 B：概ね達成 C：やや不十分 D：不十分 

下線部は本年度改定部分 

項目・内容（下線は今年度改定部分） 評価 考 察 

①教職員の支え合いのある、あたたかい職場づくり 

 何事も組織対応を原則として、一人で悩まない、一人で抱え

込まないですむ職場をつくる。 

A 

常にチームとして生徒指導上の問

題の解決に当たった。個人で抱え

込み、悩む教員はいなかった。 

②いじめのない学校づくり・支持的風土の学級づくり 

・いじめ防止措置を実行的に行うため、基本方針を定め、関係

機関及び専門家と連携を図る校内委員会を設置して取組む。 

A 

いじめアンケートを２回実施した

が、より簡便な方法でいじめや人権

侵害を発見する手立ても講ずる。 

③学びの保障 

・特別支援教育に視点をおいた授業改善を継続し、全ての児童

に学びを成立させる。 

・「子どもの困り感に寄り添う、できる・分かる授業づくり」

について研修を深め、実践を共有する。 

・各種学力調査結果の分析を活用した授業改善をおこなう。 

B 

国語の授業に絞った研究へシフト

するが、指導要領の読み込みと授

業実践の充実を図る必要がある。

実践カードの作成を通して実践の

共有を促進する。 

④体力づくりと安全教育 

・発達の段階に応じた体力づくりを進めるため、計画的で基

礎・基本を踏まえた体育の授業を実践し、体力の向上に努める。 

・感覚作りの視点を取り入れた実践を展開する。 

・健康、安全についての徹底を図り、その指導に努め、よりよ

い習慣化を進める。 

A 

全校的な取組やクラス個別の取組

が、体力・運動能力の数値的な向

上に結びついている。不器用さ克

服のために、準備運動のメニュー

を充実させて感覚作りを強化す

る。 

⑤異年齢交流・学習の重視 

・縦割り掃除、なかよし集会、保育園児との交流等で、異学年

集団の関わりを通して、子どもたちの心の豊かさを育てる。 

・地域の方と学習を通して学び合いを広げる。 

A 

異学年集団での活動や園児や地域

の方との交流が計画的に行われ、

和やかな活動として位置づいてい

る。 

⑥保小中連携教育 

・保育園・小学校・中学校の授業実践交流、児童・生徒による

交流活動、継続的な情報交換を実施する。 
A 

定期的な情報交換によって、幼

児・児童・生徒に関する個別理解

が進み、教育相談活動へとつなげ

ることができた。 

⑦教職員の自主的研修支援と指導力向上のための取組 

・専門的講師の招聘を継続する。 

・各種研修会に教職員が参加しやすい体制を整える。 
A 

県外研修のための予算を獲得する

ことができた。専門的講師から引

続いて指導を受け、個別にアドバ

イスをもらうことができた。 

⑧特別支援教育 

・特別な教育支援を必要とする児童に全教職員がかかわる。 

・町教委及び園と連携して、定期的な幼児の発達アセスメント

ができる仕組作りおこなう。該当児童の保護者との早期の連携

と専門機関への橋渡しを推進する。 

Ａ 

早期の連携と専門機関への橋渡しが

かなり進んだが、定期的なアセスメ

ントができる仕組をさらに充実させ

る。引き続き保小中連絡会へ町教委

関係者の参加を要請する。 
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⑨道徳教育・人権教育 

・指導と実践を日常生活に生かし、児童の育成に努める。 

 

B 

具体的な場面での指導を通して、

人権感覚の育成に努める。 

⑩読書活動 

・ボランティア組織と連携した図書環境の整備をすすめ、児童

の読書の幅を広げる。 A 

図書担当と図書支援員の連携によ

り、図書環境の整備が進んだ。ボ

ランティア組織も自律的に活動し

ている。担任による授業での図書

利用を計画的に行う。 

⑪安全安心な学校づくり 

・防災教育の充実と学校防災の機能の向上（避難訓練・地域の

人材を活用する。） Ｂ 

中学校と連携したり、防災週間を

設定したりして、状況設定を変え

た避難訓練が実施できた。食料の

独自備蓄にも一定の目途が立っ

た。地域との連携充実を目指す。 

⑫学校を核とした｢新しい公共型地域コミュニティ－学校｣の

構築（コミュニティ－・スクール研究指定校） 

・「学校」は地域のコミュニティ－・センターとして、地域の宝

である「子ども」を中心にすえ、地域との連携を強化する。 

・地域の各組織と連携した子どもの見守り活動を推進する。 

・学校と地域がともに WIN＆WIN の関係で活動できるよう、

ボランティア組織を再編する。 

・伊野南花公園・奥田川親水公園は、児童が自然と親しみなが

ら学び、地域の方と交流する場になるように学習活動を位置づ

ける。 

A 

ボランティア組織の再編に取組

み、一定の人数の確保ができた。

実質的な活動を充実させて、学校

との連携をさらに強化できるよう

に支援する。 

親水公園の工事が完了すること

を見通して、地域の方と交流でき

る学習活動を計画する。 

⑬ICT活用 

・視聴覚（放送）教育・情報教育の積極的な推進を図り、豊か

な感性と情報活用能力の育成に努める。  
A 

電子黒板の常時使用により、児童

も教員も情報リテラシーは高まっ

ている。定期的な校内研修によっ

て、有用な情報を共有してゆく。 

⑭キャリア教育 

・心身ともに健やかで夢と希望にあふれた土佐人を育てる。 

・節度をもって大人と関われる、フォーマルなコミュニケーシ

ョン力を育てる。 

・明るく生き生きと挨拶できる力を育てる。 

Ｃ 

高学年になるに従って、穏やかに大

人と接する児童が多くなっている。

学年の実態や特性に応じためあてを

持たせ、「目的をもって生活する」児

童を増やす。児童には、元気な声で

挨拶する習慣を獲得させたい。 

⑮書写教育 

・第 55 回全日本書写書道教育研究大会会場校として、ユニバ

ーサルデザインの国語科書写の授業作りに取組み、児童に連続

的な成功体験を保障する。 

A 

全ての児童が自己の進歩を自覚で

きるような授業展開となってい

る。全国大会では、各団体の支援

のもとで、充実した授業公開がで

きた。 

 ※校長より学校運営協議会へ原案として提案された段階のもの 
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６．成果 

○各種のボランティア団体が自然発生的に活動をしていたが、今回学校運営協議会の下部組織と

して再編成されることとなった。これにより、ボランティア団体の総合的な窓口を学校運営協議

会事務局が務めることとなり、学校は連絡を取りやすくなった。 

○新規の方々が人材バンクに登録してくれて、活動を充実させる条件が整った。 

○最大の学校支援組織であった「開かれた学校づくり推進委員会」が、各ボランティア団体に再

編・吸収されて、発展的に解散することができた。大原学院の組織構成を参考に、２年間慎重に

対応してきた成果である。 

○コミュニティ加配事務が情報発信を担当し、毎月町の広報紙へ行事や体験教室等の開催要項を

掲載することができた。また、学校のホームページが定期的に更新され、情報の発信頻度が格段

に高まり、「見てます」「読んでます」という反響も増えた。 

○加配事務は ICT機器のメンテナンス等も担当して、各教室にある機器の突発的な不具合に対応

したり、ソフトウエアの使用方法について、教師の支援に当たることができた。 

○地域コーディネーターが担当していた業務の大半を、加配事務が引き受けることによって、コ

ーディネーターは地域の人間を学校と結びつけたり、紹介したりする「営業」に専念することが

できた。 

○学校運営協議会の場で、小学校と中学校の現状や課題が共通理解され、小中連携教育をすすめ

るうえで、大いに参考となると同時に、小中連携教育を推進する機運となった。 

○図書館教育を推進してきた本校の実績と学校の現状、構想を町教育委員会に伝え、「図書支援員」

の復活を要望して実現することができた。 

○町からの支援のもとで学校運営協議会が開催され、町長、教育長との懇談も実現して、学校運

営協議会の目指す方向や取組みについて、理解を深めてもらうことができた。それと同時に、協

議会委員も町の施策について理解することができたので、今後は、町との連携をより密に行うこ

とができる。 

 

７．課題 
○学校運営協議会は、「子育てをしたい地域づくり、町づくり」の視点から、行政に対して提言を

行えるだけの活動をしなければならない。行政分野に明るい人材との連携も必要である。 

○学校運営協議会自体の活動を活性化させると同時に、その取組や目指す方向を、あらゆる機会

を利用して、地域へアピールしなければならない。 

○「子育てをしたい地域」の核として、魅力ある学校づくりが求められる。引き続き、確かな学

力が身に付けられる、いじめや差別のない「安心・安全」な学校を目指さなければならない。 

○加配事務の配置が無くなった場合、コーディネーターや教頭にかなりの負担がかかるおそれが

あり、業務分担を工夫しなければならない。 

○ボランティア組織の自立的な活動が軌道に乗るには、まだ時間を要する。学校運営協議会委員

と共に、いくつかの作業部会を設けて、それぞれのボランティア団体の支援に当たらなければな

らない。 

○ボランティア組織が「学校 OB 会」にならないように、現役保護者も含めて世代間交流ができ

る、楽しく息の長い組織活動を展開しなければならない。 

○現在のコミュニティルームを、ボランティアや住民が、気軽に集えるように整備しなければな

らない。 

○学校運営協議会の下部組織ではない地域のボランティア組織や、愛好会等との連携を強化する

ことによって、活動の幅がさらに広がると思われる。 

○関係者に対しては、メール配信によるダイレクトな連絡網ができたが、地域全体への迅速な広

報ルートを作らなければならない。 

○町当局との懇談を定期的にもち、目指す方向や施策についての共通理解を今後も深めながら、

より強固な協力・連携体制を構築しなければならない。 


