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平成２１年度 学校評価ガイドラインに基づく自己評価書

魚梁瀬小中学校 【学校教育目標】心豊かにたくましく、自ら学ぶ子どもの育成
ＮＯ．１

項 中・長期経営目標 短期経営目標 評価項目（目標に向けた具体的取り組み） 達成状況 改善方策
目

○教育内容の充実を図り、児童・生徒一人ひとり ①複式授業を改善する。 ①授業改善・教職員の指導力向上（CRT・授業研究・講師招 ・ＣＲＴと全国学力学習調査の結果分 ・来年度もＣＲＴと全国学力学習調

の学力と進路の保障を進める。 ②学力向上の方策を研究する。 聘研究） 析を学習部を中心に行い個々の児童 査の結果分析を行い個々の児童生

○わかる授業を創造し、児童・生徒の学習意欲の ③家庭学習の習慣化をめざした取り組みを推進す ②百マス・音読・やなせタイムの継続的な推進をする。 生徒のつまずきを把握し、個に応じ 徒の学力を把握し授業改善に取り

向上うを図る。 る。 ③小中連携により、学力・生活等小中協働で児童・生徒を育 た指導の充実に向けて取り組むこと 組む。

○生涯学習の基礎を培う。 ④小中一貫校としての取り組みを推進する。 てる。 ができた。 ・やなせタイムの内容については、

教 ○小中一貫校としての実践 ④小中連携や家庭との連携により、望ましい生活リズムの確 ・全教員が講師を招聘して校内研を実 児童生徒の学力状況を把握し、改

育 立と家庭学習の習慣化を促す。 施し、指導力の向上と授業改善に向 善を加えながら取り組んでいく。

課 け取り組むことができた。 ・校内授業研究は小中で研究テーマ

程 ・小学校への乗り入れ授業を実施し、 を設定し実施する。

・ 小中９年間を通しての学力向上対策 ・乗り入れ授業については、来年度

学 を本格的にスタートできた。 も継続して実施する。

習 ・百マス、音読、やなせタイムについ ・主体的な家庭学習の定着について

指 ては、児童生徒の実態に応じた改善 は、学習部を中心とする全校体制

導 を行い１年間を通した継続的な取り での研究と実践が必要であり、学

組みができた。 習に対する目的意識を高め、授業

・職員会で児童生徒の情報交換を行い と家庭学習をつなげる工夫をして

小中の教職員間で理解を深めること いく。

ができた。

・家庭学習の定着についてはまだまだ

不十分である。家庭との連絡協力体

制づくりが必要である。

○人を大切にできる人間関係づくりを目指す。 ①問題行動等への対応にとどまらず、予防的指導 ①職員会議等で定期的に生徒指導についての情報交換を行う。 ・職員会で児童生徒の情報交換を行う ・「あいさつ」「返事」等、社会生活

○規範意識の育成に努める。 を行う。 ② QUの分析を実施することによって、生徒理解を深める。 ことにより、個々の様子を全職員で を営む上で最も基本的なことに重

生 ○生徒理解を深め、生徒の意欲の向上を図る。 ②将来の夢に希望を持たせ、生徒理解を深める。 ③教育センターや保健所等必要に応じて連携を図り、多方面 把握することができた。 点を置き、学校・家庭・地域で協

③関係機関と連携し、効果的な生徒指導体制を構 から児童・生徒への支援を進める。 ・ＱＵを年２回実施し、その結果を学 力し合って指導していく。（PTA
徒 築する。 ④道徳・人権学習を推進する。 級経営に生かすことができた。 定例会や地区会でも呼びかけてい

・朝礼や集会を利用して、基本的な生 く。）

指 活態度について指導を行った。

・年間指導計画に沿って、道徳・人権

導 教育を実施することができた。

・関係機関と連携を図り、児童生徒へ

の指導を行うことができた。。

○明確な進路の希望をもち、自己実現のために努 ①９年間を見通した進路指導を行う。 ①進路について学習する機会を設ける。 ・職場体験学習を２・３年生が５日間 ・職場体験の期間、取り組み内容、

力できる生徒の育成を図る。 ②社会体験学習や職場体験学習等を通して、キャ ②地域の方の話を聞いたり講師を招く等、職業観を高める学 実施し、貴重な体験ができた。 事前学習の方法について検討をし

進 リア教育を推進する。 習をする。 ・高等学校の先生を招いての進路学習 ていく。

③社会体験学習や村探検学習などにより、仕事をする喜びや 会の実施、体験入学への参加など進 ・勤労意欲や職場観を身につけさせ

路 苦労を感じる機会を設ける。 路選択に必要な情報提供を行うこと る体験、学習の場の設定、内容の

ができた。 検討をおこなう。

指 ・各分野でのキャリアアドバイザーを

招いての講演会、地域の方を講師に

導 しての学習の場を設定し、自己の在

り方、生き方について考える場を設

定することができた。

○日頃から安全教育に取り組み、災害時に適切な ①教職員及び児童・生徒の危機対応能力を向上さ ①校内の危険箇所等を点検し、改善する。 ・全職員が分担して、校内の安全点検 ・より、リアリテイに富んだ実施計

安 対応ができるようにする。 せる。 ②交通安全教育を充実させる。 を実施し危険箇所等の把握に努め、 画を立案していかなければならな

全 ②家庭・地域・関係機関と連携した取り組みを実 ③防犯・防災計画の充実と実施を推進する。 速やかに対応できた。 い。

管 施する。 ④関連機関と連携した安全確保の学習会の推進。（救急法講習会等） ・南海地震に備えての訓練や消火訓練 ・防犯教室を計画する。

理 は、計画通り実施できた。

・講師の適切な指導で、例年以上に充

実した交通安全教室・救急法講習会

が実施できた。
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ＮＯ．２

項 中・長期経営目標 短期経営目標 評価項目（目標に向けた具体的取り組み） 達成状況 改善方策
目

○生徒の健康保持増進と自主管理能力を育成す ①学校保健計画の共通理解と計画的な実施をする。 ①健康診断の定期的な実施と教育活動への活用を推進する。 ・あらゆる機会をとらえ、自己の健康 ・今後は、行政の専門職と定期的

保 る。 ②関係機関と連携した取り組みを実施する。 ②福祉や保健機関と連携した取り組みを図る。 管理について学び考える指導ができ な交流をはかりたい。

健 た。

管 ・学校医や役場・専門機関と連携し、

理 児童生徒の心身の健康面について効

果的な指導が実施できた。

特 ○関係機関と連携をとりながら特別支援教育を進 ①全教職員で特別支援教育に取り組み支援の充実 ①該当児童生徒への共通理解と共通認識を持ち、全教職員で ・講師を招いての研修会を２回持ち、 ・ＡＤＨＤ、ＬＤ等の理解に積極

別 める。 を図る。 支援に当たる。 特別な支援を要する児童生徒への具 的に取り組み、全教員で理解を

支 ②関係機関との連携を深め、特別支援教育に関す ②特別支援教育に関する校内研修を実施し、特別支援教育へ 体的な取り組みについて、全教員で 深め、個々に合った指導を行う。

援 る研修の充実を図る。 の理解を深め、指導方法等学習する。 共通理解を図った。

・特別支援学級の研究授業を２回行い、

当該児童に対する指導方法を全教員

で学習した。

組 ○効果的な組織の運営を計画する。 ①校務分掌の内容の明確化を図り、校務処理がス ①主任等が中心になり、校務を処理する。 ・各主任が責任を持って校務を掌り、 ・今後は、主任等の負担を軽減で

織 ムーズに行える体制をつくる。 ②各委員会・部会の充実と効率化を図る。 学校運営を行うことができた。 きるような職員の協力体制を図

運 ・各委員会・部会についても、必要に る。

営 応じ話し合いをもちながら運営でき

た。

○授業改善と教職員の指導力向上を図る。 ①学力向上に向けての方策を探る。 ①授業研究の実施 ②複式教育の改善 ・全教員が講師を招いて授業研究を行 ・今後も校内での研修を充実させ

②基礎基本の定着と複式授業の改善を図る。 ③講師招聘研修の実施 ④各種研修への参加 い、指導力の向上と授業改善に取り ると共に、できるだけ校外での

組んだ。 研修に対しても参加できる体制

研 ・中学校教員の乗り入れ授業により、5.6 を作る。

年生の授業の単式化を図った。

・授業研究や特別支援教育への講師招

修 聘をはじめ、キャリアアドバイザー

を招いての研修の充実を図った。

・校外での研修に対しても、できる範

囲で積極的に参加し研修することが

できた。

保 ○保護者や地域の方々の協力を得ながら、開かれ ①地域・PTA行事への参加を通して、連携を図る。 ① PTA総会や定例会・学年懇談会などの祭に、学校・学級の ・学校行事、ＰＴＡ定例会等を通して ・平素から地域や保護者の声に耳

護 た学校づくりを推進する。 取り組みを説明し情報公開を進める。 学校の情報提供に努めることができ を傾けるとともに、今後も学校

者 ②家庭や地域へ情報提供を行って行いく。 ②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 た。また、学校行事等の保護者・地 からの積極的な情報提供に努め

地 に進める。 域の方にできる限り参加していただ る。

域 ③定期的に学校・学級だよりを発行し、学校の情報を家庭に けるように日程等の調整を行った。 ・アンケートの結果分析を、今後

と 発信していく。 ・学校評価を実施し、保護者の声を聞 の教育活動にどう生かし取り組

の くことができた。 んでいくかが大事になる。

連
携

施 ○教育環境の整備と充実を図る。 ①児童生徒が安心して、安全に過ごせる学校施を ①定期的な安全点検を図る。 ・全職員が分担して施設の安全点検を ・来年度は、オープンスペエース

設 維持していく。 ②空き教室やオープンスペースの効果的な活用をする。 行うとともに、充実を図った。 の効果的な使用方法について考

整 ・中学校教室の増築により、小学校の える。

備 複式解消のための授業に使用できた。


