
A：十分達成されている Ｂ：相当程度達成されている Ｃ：達成がやや不十分である Ｄ：達成が不十分である

項
目

中・長期経営目標 短期経営目標
　評　価　項　目

（目標達成に向けた具体的取り組み）
達　　成　　状　　況 改善方策 外部評価書

評
定

1
教
育
課
程
・
学
習
指
導

①教育内容の充実を図り、児童一人
ひとりの学力と進路の保障をすすめる。
②わかる授業を創造し、児童の学習意
欲の向上を図る。
③生涯学習の基礎を培う。

①基礎学力の向上と定着のための具体的取
り組みを推進する。
②教職員の研修を実施し、授業力の向上をめ
ざす。
③家庭学習の習慣化をめざした取り組みを推
進する。

①モジュールタイムによる反復学習を実施し、基礎
基本の学力の定着を図る。
②講師招聰による校内授業研を実施し、わかる授
業づくりをめざす。
③保小中連絡会を実施し、学力や生活等について
の意見交換を行い、保小中協働で児童を育てる。
④家庭学習の定着を図る。

・朝の会から発する自らの大きな声で音読を行う事で、その日のやる気が全く違ってくることを子ども自身も感じている。暗
唱も意欲的にできるようになった。
・朝読は、静かな環境で、本を読むことができる絶好の時間帯であり、子どもたちも読む楽しさを味わうことができている。
・100マス計算では、3分以内にクリアする児童が、本年度は85%迄できるようになった。
・つまずきの見られる児童には、その場ですぐに個別指導することができた。児童も出来る楽しさを味わうことで意欲が出
てきだした。
・視写は、殆どの児童が5分間集中できだした。
・講師招聘研を行うことにより、授業改善を図ることができた。
・模範授業を参観してから、教材の掲示の仕方を工夫することで、児童が自分の考えを表現する事が出来るようになっ
た。
・複式学級の為、学習リーダーの手引きを活用させることにより、自分たちで話し合い、まとめが出来るようになった。・保
育と小学校で互いに研修会をおこなった。特に夏期休業中に、保育園へ参加型研修として小学校教員が園児と共
に活動出来たことは園児理解を深めるためには大変有意義な体験研修である。
・保育園児と3年生との体験交流では、みんなが楽しめる工作やゲーム、給食などを交流学習にすることで、園児、児童
が共に学ぶ喜びを楽しさを一層味わうことができた。小学生としての模範も示す事ができた。
・保護者の協力で家庭学習に取り組む意欲良くなってきている。保護者も意識も変わってきた。
・家庭学習がる気の出るように宿題等も一工夫した結果、よく出来るようになった。また、お手本になる自主学習ノートの
掲示等もやる気に繋がってきている。
・家庭学習の手引きを家庭に配布し、保護者に協力をお願いして親子で順序立てて出来るようになってきた。
・自学自習を改善するには、児童・保護者の家庭学習の重要性を意識してもらえるように、学校側の発信改革が不可
欠であり、高め合う場の設定に重点を置いて実施することができた。今は、殆どの児童が自主的に取り組めるようになっ
た。

・ﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾑとｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾀｲﾑの時間の見直しを図り、改善
して継続していく。
・児童一人ひとりに応じた目標設定をすることによって、その子に応
じた課題を与えて問題解決できるように、課題設定を見直していく。
・「むろと計算検定」が児童のやる気と自信に繋がるよう、ステップ
アップタイムを今以上に有効活用していく。　・講師招聘研修を
年度当初に計画し実施していく。
・30年度は、4.6年飛び複式になるため、適切な時間配分や教材
研究を深めていく。
・学習リーダーを中心とした学習規律を確立していく。児童同士が
関わりあうことのできるように授業改善をしていく。・家庭環境や生活
状況の共有化を図り、園児・児童・生徒の学習状況や行動、心身
の状況等を明確に伝え合う。
・三者協議で子どもたちの良いところを認め育てる連携を行う。・家
庭学習は自分のためになる学習である事を親子で共に考えるよう
に指導していく。
・教師自ら、より良い授業に変えていく ための、研鑽と努力を惜しま
ない気概を保つことが最重要である。その教育実践に裏打ちされ
た結果をもって、保護者の協力も得られる。
・家庭学習の手引きの有効的な活用を指導していく。

・新入生のいない中で、複式授業の
良さである学習リーダーを中心に、子
どもたちが自主的な活動をしていた
事に驚いた。
・小⇔小同士も連携教育が盛んに
行われていることが子どもたちに取っ
て、中学校へ進学した時の心強い力
になっていることが良かった。教師間交
流や研修も頻繁に行われているので、
安心して子どもたちの成長を見守って
いる。これからも三者共通理解の上、
課題を持って、子ども達の可能性を
伸ばして欲しい。

B

2
生
徒
指
導

①人を大切にできる人間関係づくりを
めざす。
②規範意識の育成に努める。
③生徒理解を深め、生徒の意欲の向
上を図る。

①生徒指導体制を強化し、問題行動等への対応に
とどまらず予防的指導を行う。
②将来の夢に希望を持たせ生徒理解を深める。
③関係機関と連携し、効果的な生徒指導体制を構
築する。

①教職員・School counselor等との情報交換等を通じ定
期的に生徒指導についての学習、進路、生活、精神面等の
支援を実施していく。
②ＱＵの分析を実施することによって児童理解を深める。
③教育委員会、教育研究所、家庭児童相談所、
Schoolsocial worker、室戸署等と連携を図り、多方面か
ら児童への支援をすすめる。

・早い段階から適切な指導、支援、助言等を行うために、職員会で児童の学習状況や生活状況について協議し、全児
童の実態把握を行うことができた。
・一人一人の抱えている学習課題や家庭環境改善を解決するのために、全教職員で関わることができた。
・School counselorに相談や指導を仰ぐ事によって、一人一人の支援が適切にできた。・QUの分析結果を基に一人
一人の人間関係を知ることができた。
・授業改善、学級経営の改善にも反映させていき要支援群や不満足群の子どもたちに対して適切な指導を行うこと
ができた。
・教育研究所との連携、協議、検討を毎月一回実施することで、子どもや保護者の支援が滝説に行う事ができた。
・防犯教室や安全教室などを通じて、法を守る事の大切さを学ぶ事ができた。

・児童については、毎日職朝で状況を共有し合い、職員会や臨時職員会等
で協議する。児童や家庭環境を踏まえながら適切な対応をしていく。
・QUの分析を学級経営生かせるよう、互いに日頃から授業公開していく。教
職員全員で児童の様子を観察支援する。
・研究所主催のQU研に参加し解析力を高める
・繊細な心を持った児童にできるだけ寄り添いながら同苦する思いで、互いの
信頼関係を深めていく。
・発達障害の研修や研究を深め、個々の支援のあり方を学び実践していく。

・みさき子どもを守る会や民生委員が、いつ
も児童とかかわって貰う行事が以前より格
段に多くなり、指導の変容や学級経営等が
よくわかって良い。互いに子どもたちの成長を
願って連携が上手くできている。
・学校からの連絡や大変早いので安心して
任せることができる。

B

3
安
全
管
理
防
災

①日頃から安全教育に取り組み、
災害時に適切な対応ができるよう
にする。

①教職員及び子どもの危機対応能力を向上
させる。
②保護者や地域を巻き込んだ防災教育に取
り組む。

①危機管理（南海地震含む）マニュアルを点検し、
教職員が迅速且つ安全に行動出来るよう徹底を
図る。（役割分担の確認等）
②交通安全教育を充実させる。
③校内の危険箇所等を点検する。

・南海地震に備えて国・県・市の地震・津波等に対してマニュアルを30年3月に改定した。子どもたちの命を守ることを念頭に、速やかに避難行
動ができるよう実践・訓練ができた。
・高知大学特任教授岡村先生に室戸岬小としての、最善の避難方法を保護者を交えて真剣に学習できた。第2避難所(山)まで一緒に
なって避難訓練をした。今年で2回目
・交通課のパトカーや social workerに下校時、不定期に巡回をしてもらっていることが、未然に危険を回避する事に繋がっている。
・一日室戸署長、110番の日の一日署長を経験する機会が児童にあり、地域へのビラ配りや、交通ルールを守る学習ができてよかった。県警の
ﾊﾟﾄｶｰや白ﾊﾞｲ等にも乗車体験できた。
・不審者の情報を速やかに児童や保護者等に連絡する事ができた。○警察や交通指導員を招いての定期的な交通安全、マナーについての
学習をすることで、児童の交通安全に対する意識やマナーが良くなった。
・危険箇所巡回図を作成し、定期的に遊具や危険場所の点検を実施できた。
・チェックリストを作成し、遊具の主要強化箇所の腐食具合などを記録していった。・子どもたちの意見［不具合の遊具や危険場所］も聞き、修
繕等を行っている。
・高知県主催の地域一斉避難訓練にも参加した。
・室戸市や地域が実施している防災訓練に、児童も一緒になって参加できた。学校が防災時の避難場所になっているため、地域と共に訓練
をする事ができた。
・学校4階（海抜24㍍）に園児・児童・地域の方々に実際に避難してもらった。

・室戸岬は、揺れながら投げなくてはならない最悪の地域であり、その時の行動
や避難について改善していく。
・地域と共同で大がかりな夜間避難訓練を実施する。
・防災マニュアル【南海地震等】を詳細なものに変える事ができた
・室戸署交通課から歩行、自転車などの交通ルールを学習体験と併せて深
めていく。児童の交通ルールの意識を更に高めていく。
・塩害が酷く直ぐに腐敗していまう遊具等は月に最低１回以上の点検を実施
していく。
・大地震、津波警戒警報時の教職員等の対処の仕方について、新たにマニュ
アルの見直しを毎年実施していく。
・児童の受け渡しカードを使った引き渡し訓練を保護者の協力のもと、年2回
以上の訓練を実施する。

・児童の危機意識が学年による差が改善
されてきている。真剣に受け止めるように変
容してきた。意識の高揚が命を守るあること
を学んでいる
・地震・津波や火災等の避難訓練はよくで
きている。地域として行っている訓練にもよく
参加して津波・地震に対する意識が高まっ
ている。

B

４
特
別
支
援
教
育

①長期的な視点に立った個別の教育
支援計画を作成し、それに基づいた支
援を推進する。
②地域や関係機関との連携を取りな
がら特別支援教育をすすめる。

①校内特別支援教育体制を整備し、当該児童との
関わりを深め学力や生活力を保障をすすめる。
②全教職員で特別支援教育に取り組み支援の充
実を図る。
③関係機関との連携を深めたり、特別支援教育に関
する研修の充実を図る。

①校内部会(委員会)を定期的に開催し、支援のあり方の共通理解
を図る。
②特別な支援を要する児童のための個別の支援計画を作成し、全教
職員で支援にあたる。
③発達障害等の専門教員による教職員への指導助言と指導方法
のあり方について学習する。
④特別支援に関する校内研修を実施し特別支援教育への理解を
深める。

・特別に支援を必要とする児童については、職員会議の中で、児童の状況や把握・見通しについて、管理職・担任・養護教諭を中心に協議す
ることができた。特に発達障害(自閉・病弱)の児童について対策を講じることができた。
・特別に支援を要する児童については、その子に応じた年間指導計画と個別計画を作成し支援教育ができた。
・特別に支援を要する児童については、諸機関との連携を図りながら講師招聘・SchoolCounselorと相談・協議を行い、個々の児童について
問題点を共通理解して問題解決することができた。
・特別支援教育等の専門の先生に来て頂いき、専門的な学習できたことは、その後の実践に教育的効果が現れた。児童の心身の発達に大
きな変化が見られた。
・養護学校の先生に発達障害等の捉え方や関わり方を直接学ぶことが、特別支援教育が個々の児童（全児童）の心身の発達を理解する
事につながり大変勉強になって良かった。
・中学校区の特別支援教員が集まり、各校のもっている課題に向けて研究協議をすることができた。東部教育事務所の先生を中心に発達
障害教育理解の研修を実施するこができた。

・年間行事の中に特別支援教育の検討委員会を位置づけて、児童の支援
体制を強化していく。
・特別支援教育が全ての教育の根幹をなすものと捉え様々な研修会に積
極的に参加し知識・技能を高める。小学から中学へ繋げる個別計画を提示
していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・特別支
援が必要な児童に対しては専門機関に相談し、なるべく早く児童にあった支
援が出来るようにする。また、保護者との信頼関係を築くことに努める。
・保、小、中で連携を図り、特別支援教育担任が、協議検討を行って行く。今
後の改善点等を話し合うことは、大変重要であり、次年度も続けて実施してい
く。

・簡易な心理テストなどで、全児童の生活
実態や行動実態など心や生活実態も含め
て詳しく掌握していた。
・発達障害自体がとらえにくい問題である
が、プライバシーや人権面の配慮が適切に
できていた。

B

５
道
徳

①生命を大切にすると共に、互いの人
権を尊重し合える豊かな心を育む。

①基本的な生活習慣の定着を図る。
②道徳教育の充実を図る。
③読書を通じて情操教育の向上を図る。

①挨拶月間や生活リズムチェックに取り組み、心の健康作りを行う。
②児童の実態に応じた道徳授業を意図的・計画的に行う。
③全教育活動を通して道徳的実践力を育てる。道徳参観日、人権
参観日を実施し、保護者とともに道徳、人権意識を高める。④読書の
楽しさや喜びを味わわせ、豊かな心情を育てる。（日々の指導と読書週
間の設定）

・児童会の子ども達が自ら進んで、手作りの「あいさつカード」をもって、早朝から登校してくる子ども達に、声をかけて全校の子ども、教職員が元気に挨拶できるようになった。
・「みさき元気っ子カード」及び「生活リズム調査」に取り組み、常に子ども達の健康状態を把握する事ができた。
・30年度から「道徳」が教科として扱われる事もあり、道徳の研究授業を実施し、指導、教材、評価に渡って研究協議を行って良かった。
・副読本「土佐の志」を使って授業を行った結果、子ども達から沢山の意見が出て、楽しく・分かりやすく学習する事ができた。
・道徳の授業は、各クラスの児童の実態や学級の問題解決のための教材を選んで意図的にすすめて解決する事ができた。
・人権作文に毎年取り組み高知県の入賞【表彰】作文に選ばれる子どもがたち増えた。
・人権参観日は、保護者の方から「人の気持ちを考える」大切な時間になったと講評を頂いた。
・ユニセフ・共同募金を長年に渡ってに取り組んできた結果、不自由で困っている人たちへの思いと助けることの重要性が子どもたちに根付いてきた。
・「読書郵便」コーナーを設けて、自分が読んで感動した本を絵や感想を込めて、他の人に本を勧めることができた。
・清潔感溢れる図書室作りができ、図書室に通う子どもたちが多くなった。
・図書室での読書が楽しくなるように、机の配置やカードの記入にも工夫を凝らして、落ち着いて読書ができる環境作りを行った。子ども達が以前よりも増して本を読むようになっ
た。

・挨拶は、人の心を温かくする最高の言葉である。上級生、下級生問わず声を掛け合うことがより良い互
いに気持ちよく一日を生活することが出来る。児童会を中心に挨拶運動を活発化させていく。
・道徳の授業が、学級経営の要であり問題解決をする手立てになるよう、更に研究を深めていく。
・副読本の精選をし、子どもの意識の高まるものを学習教材として使用する。
・次年度から教科に位置づけされるため、より道徳心を育む実践をする。
・人の気持ちを考える時、自分だったらと置き換えて価値判断できるように指導していく。
・人権意識を高めるために、講師を招いての教師自身の道徳心を磨く。
・自分の人生は１回きりだけど、良書に巡り会いたくさんの偉人の本に触れるだけで、5人も10人もの偉大
な人生観に巡り会えることが、読書の魅力であることを体感させる。

・知らない子どもに、元気な「あいさつ」をして
もらった時は大変うれしかった。
・図書室を居心地のよい場所になっているこ
とが入室して分かった。大人でも本を読みた
くなるように配慮されていて大変よかった。

B

6
い
じ
め
防
止

①人権尊重の精神に基づく教育活動を展
開するとともに、子どもたちの主体的ないじめ
防止活動を推進する。

①いじめの未然防止に努める。
②いじめの早期発見に努める。
③いじめの早期対応に努める。

①いじめが置きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。
②いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての
大人が連携し、児童のささいな変化に気づく力を高めることが必要であ
る。(アンケート等の実施）
③速やかに組織的に対応し、被害児童を守り通す。加害児童に対し
ては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。「学校いじめ対策
組織」が、いじめとして対応すべき事案か否かを判断する。

・「早寝、早起き、朝ご飯」の基本的生活習慣作りに取り組み、心身の健全な子どもたちを育てるように実践している。
・普段の何気ない行動や言動に注意を払い、少しでも気づく、気になる事にたいして、子どもたちに声かけを行い、相談し
やすいように信頼関係を築いている。また、アンケートを実施して、声にだせない子どもたちへの配慮も行っている。
・いじめと認知した場合であっても、すぐに学校いじめ対策組織を開き、教職員が事案を共有していくようにしている。また、
保護者等への連絡を密にして、事案を解決している。

・健全な子どもいちの育成には、健全な大人の見本が最
重要になる。大人改革
・日常的な遊びにも気を配り、一人遊びの子どもには特に
声かけをして心身の状態等を把握する。
・認知の段階でも、組織的に事案を検証して、いじめ防止
に努めていく。

・常日頃から、「心」の教育に努め、挨
拶運動や地域住民との交流を中心
において、子どもたちの優しさが伝わっ
てきている。いじめをなくそうと努力しな
がら、教育活動ができている。

7
保
護
者
・
地
域
と
の
連
携

①保護者や地域の方々の協力を
得ながら、開かれた学校づくりを推
進する。

①学校・PTA役員・学校関係者評価委員
会の合同の会議を開催し、本校の課題解決の
ための意見交換を行う場を設ける。
②学校だより・PTAだより等を通じ学校の情報
を積極的に発信する。

①PTA総会や学年懇談会などの際に、学校・学級の取り組みを説明
し情報公開をすすめる。
②学校関係者評価委員会を開催し課題や改善策等の意見を聞く。
③学校行事等に地域の方々ができるだけ多く参加できるようにすすめ
る。
④定期的に学校・学級だよりを発行し学校の情報を家庭に発信して
いく。

・学校だよりや学級だより、保健だより、事務だより、PTA総会、ホームページ等で積極的に公開していった。
・学校の現状を分かろうと、普段から子どもや先生に対して声かけをしてくれる事が多くなった。
・児童・保護者の事で相談にのって貰い問題解決を図ることができた。
・運動会には、インドネシア漁業研修生や地域の方(高齢者)が参加できる種目を取り入れて交流をおこなった。
・公民館、市民館行事に全学年参加することによって、婦人会や高齢者の方々から生きる喜びを伝えて貰って良かっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学
P行事には、全員の保護者が参加してくれた。
・毎月の学校・学級だよりを楽しみにしている保護者の方から、学級だよりで、子どもの普段見れない学習している姿が分
かって良かったと感想を寄せてくれた。

・学校や学級のおこなっていることを、常に情報として知らせていく努力をする。魅力ある学校作
りに努める。
・評価委員の方に気軽に学校へ足を運んで貰えるように、教職員の方から気軽に声をかける
ようにする。改善策や要望に応えていけるように出来るだけ努める。
・PTA広報などを通して学校行事に関心をもってもらったり、来て頂けるよう呼びかける。
・保小の合同行事や小学校単独行事に、積極的に、地域の方も一緒になって交流参加して
もらうようにする。
・学級だより等は、出来るだけ児童の様子を乗せるようにしながら回数を増やしていくようにして
いく。見て楽しい学校・学級だよりになるようにする。

・「花立て文化祭」には、子どもたちの出品物を多く
出してもらって良かった。
「HumanRightsfestival菜生」では、子どもたち
の作品を出してもらって助かっている。片付けを夜
遅くまで小学校の教職員の方に手伝って貰ってい
るので嬉しい。
・土日開催の行事にも参加をしてもらえるようになっ
て嬉しい。婦人会や老人会の諸行事にも子どもた
ちや先生も参加してもらって楽しく出来た。

B

平成29年度　学校評価ガイドラインに基づく自己評価書

【学校教育目標】　人にやさしく、自分に負けない子どもの育成
室戸市立室戸岬小学校


