平成 26 年度

宇都宮市立細谷小学校
※

１

学校評価書

網掛けのない部分が計画，網掛けの部分が評価結果を受けて記入する。

教育目標（目指す児童像含む）

心身ともに健康で，自ら考え正しく判断し，豊かな心でたくましく生きる児童を育成する。
≪目指す児童像≫
・明るく思いやりのある子（豊かな心情）
【やさしく】

・健康でねばり強い子（健康・忍耐・実践）
【つよく】

・よく考え進んで学ぶ子（思考・判断・表現）
【かしこく】

２

学校経営の理念（目指す学校像含む）

≪目指す学校像≫心温まる和の学校
「全てのことに優先するのは子どもたちのために」という考えのもとで，創意と活力に満ちた魅力ある学校づくりに努める。
そのために，「何のためにやるのか」という意識を教職員・児童共にしっかりともち，子どものやる気を育て，協働はもとより
夢や目標に向かってねばり強く努力することを温かく見守り，認め，励まし，子どもの心に生きる楽しい教育活動を展開する。
また，全教職員が，専門職としての自覚と使命感をもち，自らの力で自分の未来を力強く切り拓いていける児童の育成を目指
して，家庭・地域との連携を深めながら，愛情と情熱をもって子どもの未来を拓く確かな人づくりを推進する。

３

学校経営の方針（中期的視点） ※「小中一貫教育・地域学校園」に関する方針は文頭に○印を付ける。

(１) 心身ともに健やかな児童の育成に努める。
①

豊かな心の育成に努める。

②健康・体力の向上を図る。

③○確かな学力の定着を図る。

(２) 地域に開かれた信頼される学校づくりに努める。
①

職員の創意工夫と共通理解に基づく学校運営

②

○地域を生かし地域に開かれた学校づくり

[宝木地域学校園教育ビジョン]
「いきいき宝木」心豊かな宝木っ子の育成をめざして」
４
【

今年度の重点目標（短期的視点）※「小中一貫教育・地域学校園」に関する方針は文頭に○印を付ける。
学

校

運

営

】

・子どものやる気を引き出す特色ある学校づくりの推進充実
【

学

習

指

導

】

・○基礎・基本の定着及び学習意欲の向上・学習習慣の確立
【児 童 生 徒 指 導】
・○相手の気持ちを考え，正しく判断し，行動できる児童の育成
【健康（保険安全・食育）・体力 】
・自分の健康や体力について関心を持ち，楽しく運動に取り組む児童の育成

５

自己評価（評価項目の A は市共通，B は学校独自を示す。）
※「小中一貫教育・地域学校園」に関する方針・重点目標・取組にかかわる内容は，文頭に○印または該当箇所に下線を付ける。
※「主な具体的な取組」の方向性には，Ａ拡充 Ｂ継続 Ｃ縮小・廃止，を自己評価時に記入する。
方

項

評価項目

目

学
校
運
営
の
状
況

主な具体的な取組

評

向

価

性

A１

学校は，活気があり，明

・児童や地域の実態を踏まえて，前

るくいきいきとした雰囲

年度の評価結果と反省をもとに，教

気である。

育課程を作成する。

【数値指標】全体アンケート

・児童が，学校行事や特色ある教育

「私は，今の学校が好きです」 活動などに意欲的・主体的に取り組
⇒児童の肯定率 90％以上

めるような場を設定する。

達成状況】
児童の回答

９４．７％

・学校行事や交流活動が計画的に実施され，
児童は楽しく学校生活を送ることができた。
B

【次年度の方針】
・今年度の反省を生かし，児童が常に笑顔で
いられるような教育活動の推進に努めてい
く。

教職員は，組織の一員と

・全教職員が協力し合う体制（共通

して熱心に教育に当たっ

理解・共通指導）で学校運営に取り

・児童の肯定的回答率が高く，教職員が熱心

ている。

組み，児童に関する話合いの場を設

に指導を行っていることが分かる。

A２

【達成状況】
児童の回答

B

９６．３％

【次年度の方針】

【数値指標】全体アンケートの

ける。

「先生は，大切なことを熱心に

・学校経営への参画意識をもち，担

・校内研修等を活用して教師の授業力を向上

指導してくれる」

当 校 務分 掌業 務に 主体 的に取 り組

させていくとともに，児童について気軽に話

み，効率的な運営・改善を図る。

し合える体制づくりを行い，学校全体で積極

⇒児童の肯定率 90％以上

+保

的な指導にあたっていく。

【達成状況】
児童の回答

・
「きらきら細谷っ子のやくそく」が
日常的に守れるように，生活目標を
A３

児童は，授業と生活のき

設定したり生活当番が巡回指導を行

まりやマナーを守り，秩序

ったりし，継続的に指導していく。

があり安全な学校生活を

・道徳の時間に取り上げたルールや

している。

きまりを守ることに大切さを，学校

【数値指標】全体アンケートの

生活の中につなげられるように指導

「児童は，授業と生活のきまり

する。

やマナーを守って生活してい

・児童の実態把握に努め，その状況

る」

を打合せ等で随時共有する。また，

⇒児童の肯定率 80％以上

地区巡回や校内の児童の様子につい

・数値指標は上回ったが，昨年度と比較する
と 2.5 ポイント下回っている。
・時としてけじめのつかない場面も見られる
が，全体とすると上級生が手本となってがん
B

体制による指導の改善を図る。

教職員は，分かる授業や

・基礎・基本の定着を図るために，

児童にきめ細やかな指導

授業のねらいを明確にし，
「分かる楽

を行い，学力向上を図って

しい授業」を展開する。

いる。

・ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞや少人数指導，かがや

【数値指標】全体アンケート

きルームでの指導を通して，児童一

「先生方の授業は分かりやす

人一人の学習状況に応じたきめ細か

く，一人一人に丁寧に教えてく

な指導に努める。

れる」

・教職員は積極的に研修会に参加し，

⇒児童の肯定率 85％以上

研修内容の共有化を図る。

A５

教職員は，いじめが許さ
れない行為であることを
指導している。

【数値指標】全体アンケート
「先生方は，いじめが許されな
いことを熱心に指導してくれ
る」
⇒児童の肯定率 90％以上

ばろうという良い意識があり，いい雰囲気で
ある。
【次年度の方針】
・きまりやマナーを守るという点では，職員
間の「共通理解」
「共通指導」のもと継続指導
をしていく。
・児童に関する情報交換の場を多く設け，全
職員で全児童を育てていけるような体制を整
えていく。

ても同様に打合せ等で共有し，全校

A４

８１．４％

【達成状況】
児童の回答

９５．８％

・職員間で互いに授業を見せ合い研鑽を深め
たり，少人数指導やかがやきルームの指導を
B

充実させたり，指導の充実を図った。
【次年度の方針】
・行内研修の充実はもちろん，ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ
を意識した授業づくりや，ICT の活用を積極
的に行い，様々なﾆｰｽﾞに応じた個別指導の支
援体制の整備と指導内容の充実に努めてい
く。

・児童がよりよい学校生活を送るこ
【達成状況】
児童の回答

とができるように，いじめアンケー
トを年間 5 回実施し，早期発見に努
める。
・道徳の時間や交流活動で学んだこ
とが生かせるような学級経営を心掛
け，児童同士の温かい人間関係を醸
成する。

９７．４％

・いじめｱﾝｹｰﾄや教育相談の定期的な実施によ
り，いじめの未然防止に努めることができた。
B

【次年度の方針】
・いじめｱﾝｹｰﾄや教育相談を継続していくとと
もに，児童同士が互いに認め，励まし合って
いけるような豊かな人間関係づくりを行う。

【達成状況】
児童の回答
A６

日課，授業，学校行事な
どの教育課程は，適切に実
施されている

【数値指標】全体アンケート
「私の学校生活や様々な活動
は充実している」
⇒児童の肯定率 85％以上

・校内行事が集中してしまう月もあったが，

スよく配置し，無理がない，児童の

予定された学校行事・教育活動は適切に実施

生 活 のリ ズム を考 慮し た日課 とす

された。

る。
・授業時数を十分確保しながら，児

・学年の状況に応じて必要な出前講座や体験
B

学校の公開や情報の積極
的な発信・提供が行われ，
開かれた学校づくりが進
められている。

【数値指標】全体アンケート
「学校は学校便りや学校公開
などで，積極的に情報を発信・
提供している」
⇒保護者の肯定率 90％以上

A８

学校と家庭・地域・企業
等との連携・協力を図った
地域の学校づくりが推進
されている。

【数値指標】全体アンケート
「私は，地域や企業の方々と一
緒に活動することで学習が充
実し，楽しい」
⇒保護者の肯定率 90％以上

A９

校内は，学習にふさわし
い環境となっている。

【数値指標】全体アンケート
「学校は清掃がしっかり
行われ学習しやすい」
⇒児童の肯定率 85％以上

学習を取り入れたことで，学習したことの理

童の興味・関心を高めたり，学習を

解が深まった。

深めたりできるような体験学習や出

【次年度の方針】
・今年度の反省を生かし，各種教育活動を適
切に設定する。
・児童の実態に応じて，体験学習や出前授業
も取り入れていく。

前講座なども必要に応じて取り入れ
ていく。

A７

９３．９％

・学校行事を，年間を通してバラン

保健だより，食育だより，図書館だ

【達成状況】
保護者の回答

より等を発行したり，学校ホームペ

・学校だより等の各種たよりを発行したり，

ージを定期的に更新したりして積極

学校公開日を設定したりすることで，学校の

・学校だより，学年・学級だより，

的に情報を提供し，保護者や地域の
方々に学校の取組を知らせる。

９５．８％

取組や児童の様子を積極的に発信できた。
B

【次年度の方針】

・
「うつのみやオープンスクール」と

・A6 保護者の肯定的回答率が低いなど，教職

して，児童集会，授業参観，土曜授

員や児童が思っているほどの理解が得られて

業，地域協議会委員参観などを実施

いない項目についても，積極的に情報を発信

し，積極的に学校を公開する。

していきたい。

・校外学習，オープンスクール，交

【達成状況】
保護者の回答

流学習，ふれあい活動など，諸活動

・各種出前授業を取り入れたり，親子で活動

に 参 観や 参加 でき る機 会を多 く設

する機会を設けたり，可能な範囲で企業や家

け，家庭・地域・企業等との連携を
深める。

B

９２．６％

庭と連携することができた。
【次年度の方針】

・学習ボランティアを募集・整備し，

・実施に無理のない範囲で，出前授業や親子

積極的に学習支援にかかわってもら

交流の場を設けていきたい。また，学習ﾎﾞﾗﾝﾃ

うことを通して，学力向上を図る。

ｨｱによる支援をさらに充実させていきたい。

・学習意欲が喚起されるような掲示

【達成状況】
児童の回答

コーナーの設置や室内の整理整とん

・掲示物等については，内容を刷新するなど

に努める。

改善が見られた。

・整とんされた教室，清潔なトイレ

・校内美化については，随所に汚れ（経年劣

や水道となるよう清掃指導を充実さ
せる。

８６．３％

化のものも含む）が目立つ。
B

【次年度の方針】

・随時校舎内外の巡視を行うととも

・修繕箇所への対応や掲示物の工夫等を通し

に，毎月の安全点検を実施し，必要

て学習環境の整備に努めていく。

箇所の修繕を迅速に行い，学習環境

・児童の清掃活動の充実はもちろんのこと，

の整備に努める。

必要に応じて清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなども募集し，教
室，廊下の床面清掃を重点的に行う。

B１地域協議会を核として子ど

・地域協議会やＰＴＡと協力し，
「文

もが様々な体験ができる

化祭」
「読み語り」など，豊かな体験

温かい学校づくりを進め

活動を展開する。

る。

・地域の方々の協力をえながら，田

【数値指標】

植えや稲刈を行い，収穫した米を総

全体アンケート「私は，地域の

合や生活科・家庭科などで活用し，

方々と協力し合っていろいろ

地域福祉施設に差し上げたり食味し

な活動を行うのは楽しい。
」

たりして，地域の人々や自然と触れ

⇒児童の肯定率 85％以上

合う場を設定する。

【達成状況】
児童の回答

９０．２％

・生活科，総合的な学習の時間との関連を図
B

りながら，農業体験や高齢者とのふれあい会
などが実施され，充実した活動となった。
【次年度の方針】
・引き続き，地域協議会や地域団体と連携を
図り，活動を充実させていく。
【達成状況】
児童の回答

８８．８％

・児童の回答率は昨年とほぼ同率であるが，
A10

児童は，進んであい
さつをしている。

【数値指標】全体アンケー
ト「児童は，時と場に応じ
たあいさつをしている」
⇒児童の肯定率 80％以上

・日常的にあいさつの励行に努める

教職員・地域の肯定的回答率は大幅にアップ

とともに，児童会中心のあいさつ運

している。年度初めに「しっかりとあいさつ

動を実施（月１回のあいさつ強化週

のできる一年にしよう」ということで児童に

間）し，習慣化を図る。

B

呼びかけて取り組んできた成果が少しずつ表

○地域学校園での合同あいさつ運動

れている。

を実施し，明るいあいさつが実践で

【次年度の方針】

きるようにする。

・
「あいさつ運動」を継続し，まずは教職員自
らがあいさつの手本を示し，地域・家庭にも
呼びかけていく。

生

A11

児童は，正しい言葉
づかいをしている。

活

【数値指標】全体アンケー

教

ト「児童は，時と場に応じ

育

た言葉づかいをしている」

活

⇒児童の肯定率 80％以上

【達成状況】
児童の回答

８１．２％

・友達の呼び方や目上の人との話し

・丁寧な言葉遣いの意識は高くなってきてい

方など，意識付けを図る。

るが，時と場に応じた言葉遣いについてはま

・年間を通して，粘り強く指導する

B

とともに，家庭や地域での指導の協

だまだ不十分である。
【次年度の方針】
・日常指導を継続し，生活や学習の場で状況
に応じた言葉遣いや会話ができるように指導
していく。

力を呼び掛けていく。

動
の
状
B2 授業や集会・清掃等の

況

集団活動では，全員が開
始時刻を守っている。
【数値目標】
学校アンケート「私は，時
間を守って行動してい
る。
」
⇒児童の肯定率 85％以上

・ノーチャイムで動かなくてはいけ

【達成状況】
児童の回答

ない活動が多いので，各人が自覚を

・
「細谷っ子のきまり」をもとに指導してきた

もって遅れずに行動ができるよう意

結果，だいぶ開始時刻が守れるようになって

識化を図る。

B

・教師自らが時刻を守って授業を開

８９．８％

きた。
【次年度の方針】
・教師自らが時間を守って行動し，次年度は，
チャイムの合図で活動が始まれるようにして
いきたい。

始・終了し，率先して行うことによ
って時間を守る意識を育てる。

・運動の日常化を図るため，体力向
A12
健
康
・
体
力

児童は，進んで運動

上プランに基づき，スポーツタイム

する習慣を身に付け

や委員会のイベント，宮元気っこチ

ている。

【達成状況】
児童の回答

ャレンジへの取組を全校体制で実施

【数値指標】全体アンケー

していく。

ト「児童は，休み時間や放

・運動への意欲を高め，めあてをも

課後などに進んで運動し

って自己の体力向上を目指せるよう

ている。
」

に，各種検定カードを活用し，日々

⇒児童の肯定率 80％以上

運動に取り組めるような時間を設定
する。

８９．１％

・教科体育の充実とｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾑの実践により運
動に親しむ児童がたいへん多く，休み時間も
B

元気に戸外で活動している。
【次年度の方針】
・
「元気っ子ﾁｬﾚﾝｼﾞ」への挑戦や校内の運動ｲﾍﾞ
ﾝﾄを盛り上げ，更なる運動意欲の向上へとつ
なげていきたい。

A13

児童は，栄養のバラ

・食育だよりを毎月発行し，食事の

【達成状況】
児童の回答

ンスを考えて食事を

大切さ，栄養バランス，食文化等，

・食育だよりの発行やお弁当の日の実施等を

している。

食と健康に対する保護者の意識を高

通して，児童・家庭に食の大切さを啓発して

【数値指標】全体アンケー

める。

ト「児童は，好き嫌いなく

・栄養士による「食に関する指導」

給食を食べている」

の授業支援，親子給食における講話

⇒児童の肯定率 80％以上

を実施する。

B

運動に進んで参加して

・児童に無理のないような内容を検

【達成状況】
児童の回答

いる。

討・充実させ，楽しみながらスポー

・体力テストによる実態を踏まえ，ｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾑ

【数値指標】

ツタイム（朝の 1 分間体操・業間運

全体アンケート「私は，ス

動）に参加できるように実践してい

ポーツタイム（朝の 1 分間

く。

体操・業間運動）に進んで

・地域人材等を活用した運動の機会

参加している。
」

を設定する。

９３．０％

の内容を工夫し，楽しく活動しながら体力作
B

りが行えるよう取り組んできた。
【次年度の方針】
・ｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾑの実施内容について検討し，校内
体育行事と絡めながら，児童に負担の無い範
囲で楽しく取り組ませていきたい。

⇒児童の肯定率 80％以上
・朝の学習内容を充実させたり，漢
字や計算において宮っ子学力ステッ

【達成状況】
児童の回答

プアップシートを繰り返し活用した

・学習の定着と習慣化を身に付けるべく取り

【数値指標】全体アンケー

りするとともに，家庭学習にも進ん

組んできた。意識としては指標が示す通りま

ト「児童は，授業中に進ん

で取り組めるような工夫をし，学習

で話し合うなど，積極的に

の定着と習慣化を図る。

学習している。
」

・各教科の学習の中で表現する場を

⇒児童の肯定率 80％以上

積極的に設け，自分の思いや考えを

A14

児童は，進んで学習
に取り組んでいる。

B

学習に取り組んでいる。 ・
「きらきら細谷っ子の学習のやくそ
く」が日常的に守れるように指導す

トの「児童は，授業中に先

る。特に，チャイム着席，返事，は

生や友達の話をよく聞く

っきり話すことなどの定着を図る。

など，落ち着いて学習して

○地域学校園で共通理解し，落ち着

いる」

いた学習態度の定着を図る。

ずまずではあるが，まだまだ不十分である。

【達成状況】
児童の回答

A15 児童は，落ち着いて
【数値指標】全体アンケー

８９．１％

【次年度の方針】
・授業を充実させ，
「だれもが分かる授業」を
心掛け，基礎・基本の定着が図れるよう努め
ていく。

堂々と話せるような習慣化を図る。

習

きた。
【次年度の方針】
・これまでの取組を今後も継続していき，食
や健康の大切さを発信していく。栄養士によ
る授業支援も積極的に行っていきたい。

B3 体力向上のための全校

学

８２．１％

８５．５％

・学習訓練等，まだまだ継続指導が必要なと
ころではあるが，全体としては落ち着いた雰
B

囲気で学習に取り組めている。
【次年度の方針】
・
「しっかりと聞く」ことに重点を置き，今年
度以上に落ち着いて学習に取り組めるよう継
続指導していく。

⇒児童の肯定率 80％以上
・単元ごとの音読テスト，漢字検定，
B4 音読・漢字・計算の基

朝の学習を利用した計算練習，宮っ

【達成状況】
児童の回答

礎的な学力が身につい

子学力ステップアップシート等を実

・朝の学習に「視写ﾀｲﾑ」を設けたり，宮っ子

ている。

施し，一人一人の学力の定着・向上

【数値指標】

を図る。

学校アンケート「私は，宿

○家庭学習への取組ませ方について

題や復習，自主学習などに

も共通理解を図り，児童や保護者に

進んで取り組んでいる。

対しても，「学習の仕方」「家庭学習

⇒児童の肯定率 80％以上

の大切さ」などを知らせていく。

８８．１％

学力ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｼｰﾄを活用したり，学力向上に
B

取り組んだ。
【次年度の方針】
・朝の学習のもち方や内容を工夫したり，家
庭学習の大切さを呼びかけたりしていき，児
童一人一人の学力を向上させたい。

【達成状況】
児童の回答

[心の教育の充実]
B5

地域学校や高齢者との交

・豊かな感性の醸成を図れるように

流活動の中で相手を思いや

心の教育活動（なかよし班活動・高

る行動ができる。

齢者との交流・聾学校との交流・幼

【数値目標】

本

稚園との交流）を行う。

・聾学校や幼稚園，地域の高齢者との交流な
ど幅広い交流活動が実施され，成果がえられ
B

し班で活動するのは楽しい」

の

⇒児童の肯定率 80％以上

特
色

Ｂ6

・

学校図書館の活用や地域

課

の方による読み聞かせ活動

題

の充実を図り，読書活動を推

等

進している。
【数値目標】
学校アンケート「私は，朝の読
書や読み聞かせに進んで静か

【達成状況】
児童の回答

・朝の読書やボランティアによる読

・学校図書館や，学級文庫の本の充
実を図る。

に参加している」
⇒児童の肯定率 90％以上

９２．６％

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる読み語り，委員会による読書

み聞かせ，委員会による読書イベン
トを通して，読書活動の充実を図る。

た。
【次年度の方針】
・無理のない交流活動になるように，内容や
実施回数などを検討し，その中で児童に思い
やるり心や協力することの大切さなどを学ば
せていきたい。

学校アンケート「私は，なかよ

校

９１．６％

ｲﾍﾞﾝﾄ，学校園連携でのしおりｺﾝﾃｽﾄなどを通
B

して，児童は本に親しむ機会がたくさん作ら
れている。
【次年度の方針】
・今年度の取組を継続するとともに，児童の
読書に関して質的な高まりも目指していきた
い。

〔総合的な評価〕
※「小中一貫教育・地域学校園」に関する方針・重点目標・取組にかかわる内容は，文頭に○印または該当箇所に下線を付ける。
・前年度よりポイント数が上回った項目が多く，学校・家庭・地域が連携，協力して取り組んできたことで児童は確実に成長し
ている。特に，前年度に比べて教職員の評価ポイントが上がっており，教職員が意識を高めて共通理解・共通指導のもとで指
導にあたれている。児童が「学校が好き」で，いきいきと活動できているのが何よりである。
○生活面において「あいさつ」
「言葉遣い」に関しては，数値目標はクリアーしているが，実情とすると十分満足できるものと
は言えない状況である。児童一人一人が気持ちのこもったあいさつができ，時と場に応じた言葉遣いができるよう，次年度の
重点目標として指導にあたっていきたい。
・学習面においては，児童の学びの基盤となる学習訓練ができ始めたことで，少しずつ成果が表れている。個に応じた指導や教
職員の「だれにでも分かる授業」に向けての取組，家庭学習の習慣化など，今後も継続して努力していきたい。
・本校の特色である「交流活動」については，年間計画に基づいて効果的に実践されている。今後は，そこで学んだ力が，日常
生活の中で生かされるよう子供たちを支援していく必要がある。

６

学校関係者評価

・全体的に，学校の教育活動に関する成果が上がっていると思われる。今後も引き続き，効果を深めていってほしい。
・本校の伝統として継続している「仲よし班活動」や各種交流活動が，児童の情操や思いやりの心を育てる上でよい影響を及ぼ
している。
・「あいさつ」については，家庭での習慣化が重要であるため，保護者と連携した取組も取り入れるなど，工夫の余地があるの
ではないか。
・宝木中学校で「いじめゼロ」運動の取組の一環として，生徒の標語を看板にし，地域に発信するとのことであるので，小学校
においても同様の取組について検討していくとよい。

７

まとめと次年度へ向けて（学校関係者評価を受けて）
※「小中一貫教育・地域学校園」に関する方針・重点目標・取組にかかわる内容は，文頭に○印または該当箇所に下線を付ける。
平成 27 年度も本校の特色である「交流活動」を核とし，子どもたちがいきいきと活動できるよう家庭・地域と連携しながら

教育活動を進めていきたい。
・家庭，地域との連携・協力を深めながら「交流活動」
「体験活動」を充実させ，心豊かな児童の育成を図っていく。
・各種研修等を充実して教職員の指導力・授業力を向上させ，児童の基礎学力の向上を図っていく。
○「あいさつ」
「返事」
「言葉遣い」など，学力向上にもつながっていく基本的な生活習慣の向上について，地域学校園での取
組も生かしながら，全校体制で指導を継続強化していく。
・児童の清掃活動の充実はもちろん，PTA 作業なども呼びかけながら校舎内外の美化に努めていきたい。特に，教室・廊下
の床面については重点的に清掃し，児童がより学習・生活しやすい環境を整えていく。

