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1 確かな学力の育成 6 家庭・地域との連携及び協働

2 豊かな心の育成 7 チーム学校による対応の充実
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3 自己評価結果（Ａ～Ｄ）　　Ａ：　達成した　　　Ｂ：　ほぼ達成した　　　Ｃ：　あまり達成できなかった　　　Ｄ：　達成できなかった ◎：適切である○：ほぼ適切である　 ×：適切でない

項目
児童が相互に学び合う場を数多く設定し，互いの考えや価値観を高め合えるよう授業の工夫をし
ているか。

指標 友達とともに学ぶ楽しさや価値を感じている。

項目 基礎学力の向上のために継続的な指導を行ったり，読書活動の推進を図ったりしているか。

指標 該当学年の漢字や計算が定着している。進んで本を読もうとする態度が育っている。

項目
物事の見方や考え方を深め，事象に対する自分の考えや思いを豊かに表現する力が育っている
か。

指標
授業の学びを自分の言葉で伝えたり書き表したりすること，日記や作文で自分の思いや考えを表
現したりすることができる。

項目
児童が主体的に活動に取り組み，他者のために働くことの素晴らしさや充実感を味わうことがで
きるように努めているか。また，自尊感情や思いやりの心を育てるように努めているか。

指標 一人一人の児童が充実感・満足感を味わい，居場所のある学級経営ができている。

項目
児童一人一人の考えを尊重するとともに，児童がお互いの良さやがんばりを認め合える授業を実
践しているか。

指標
自分や友達の良いところに目を向け,　互いに認め合ったり励まし合ったりしながら学習に取り組
むことができる。

項目 合理的配慮の合意形成を行い，個に応じた支援を行うことができているか。

指標 全ての児童が，学習する楽しさを味わったり，自己の成長を感じたりすることができている。

項目 業間運動や一輪車運動・外遊び等を通して，体力・運動能力の向上を図っているか。

指標 外で元気に遊んだり，できる運動や技を増やそうと取り組んでいる。

項目
「早寝・早起き・朝ごはん」の推進や給食指導・保健指導等の充実により，健康への意識や態度を
高めているか。

指標 「早寝・早起き・朝ごはん」を意識し，生活リズム・栄養バランス等を整えている。

項目
防災について意識や能力を高め，緊急時に適切に対応できるよう計画的に防災教育を実施して
いるか。

指標 地震や火事，津波などの災害時にどのように行動すればよいか知り，行動できる。
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本年度の学校経営方針 総合的な学校園関係者評価

現在，新型コロナウイルス感染症の流行による環境や生活様式の変化，そしてポストコロナ社会に向けての取組等，新たな日常の模索が続いている。また，これか
らの社会は，グローバル化が一層進展し，情報技術の急速な発達が加わり，変化が激しく予測困難な時代を迎える。これからの時代を生きる子供たちは，急激な社
会情勢の変化に主体的に対応し，夢や志の実現に向け，未来への道を自ら切り拓いていく力を身につけていくことが必要である。そのような力を育むことを目指
し，学校教育目標を「夢や志を抱き，自ら道を切り拓いていく児童の育成」とする。

　学校教育目標を達成していくために，次の３点を学校経営の基本方針とする。
①児童が夢や志を抱き，目標をもって意欲的に学ぶ学校づくり
②教職員が，児童の指導や授業力の向上，学校運営の参画に達成感や有用感をもって取り組める学校づくり
③コミュニティ･スクールとして，学校，家庭，地域が一体となった，安心･安全で地域とともにある学校づくり

・制限のある中，工夫しての行事開催，学校通信の発行はありがたく感じる。
・コロナ禍でなかなか思うように行事等もできなかったと思うが，できる範囲でとても工夫して行われていたと思う。運動会や
マラソン大会も縮小してでも開催してもらえてよかった。音楽発表会や原小太鼓もビデオ等でみることができ，とても工夫さ
れているなと思う。
・今年度もコロナ禍のため，児童と触れ合う機会があまりなかったため評価できにくいが，リモートで六年生の音楽会，原小
太鼓，ウィンターフェスティバルなど見せていただいたり，「はらっこだより」「ありなし」を読ませていただき，コロナにも負け
ず一人一人がいきいきとして児童の心や体が健全に育っていることをとても嬉しく思った。
・児童・保護者アンケートによると，学校教育目標を達成したと考えることができるのでは。「学校は楽しいところである。」こ
れが一番大切であると考える。先生方の努力の結果だと思う。１２月と２月の会議でビデオを見た時，児童の生き生きとし
た目，立ち位置や立ち振る舞いなど，素晴らしいの一言だった。児童がよく頑張ったと思う。
・児童アンケートに「夢や志を抱く」「目標をもって努力する」項目が必要ではないか。（６年の学年通信で目標が示されたも
のがあった。）
・通学の懸念など，コミュニティスクールで地域協力体制が確認できた。原小ならではの地域密着型の学校は素晴らしい点
だと思う。
・新型コロナ感染症対策の関係で学校へ行く機会や児童に会う機会は少なかった。通学時間帯に児童や先生に会うことが
あり，気持ちよくあいさつを交わすこともあり，子ども達が楽しく，のびのびと教育を受けていることを感じる。時には児童と
先生の区別がつかない状況を感じるときもある。先生としての厳しさが欲しい。
・コロナ禍の中だが，先生達のご苦労は身にしみて伝わってくる。その中でも児童のために色々なことを工夫していただき
本当に感謝している。早く以前の姿に戻りたいが，学校中心に地域と保護者（家庭）と連携を取り合い，前進のみで頑張り
ましょう。
・少人数の特性を生かし，職員全員が情報を共有化し，ベクトルを同じ方向に進めることを願っている。
・課題を避けることなく，後回しにすることなく，すぐ対応して解決する心構えでお願いします。
・評価ということではなく，地域の一員としての希望です。「他人にやさしく，自分に強い子」，「地域に愛着と誇りを持つ子」に
育つよう指導していただくことを希望します。原小学校区は，市内でも，少子高齢化，限界集落化がより進んでおり，原小学
校の存続も議論される状況になってきている。そんな状況で，極小規模校としての特徴ある学校運営や教育活動を工夫し
ていただき，赤穂市内，兵庫県下，あるいは全国のモデル校になるような学校にしていただければと思う。そのためにも，
有年の６校園所や地域との連携を図ることも必要かと思う。自治会としても，協力はさせていただく。

本年度の学校重点目標

健やかな体の育成

キャリア教育の推進

特別支援教育の推進

学校関係者評価

△：あまり適切でない

観点 評価項目(学校・教師の取組）
評価資料 達成状況 改善の方策

自己評
価は適
切か

改善方
策は適
切か

課題と来年度具体的改善方法
（重点目標） 評価目標及び目標値（期待される姿）

1
確かな学力
の育成

①一人一人の考えを大切
にし，学ぶ楽しさを実感で
きる授業づくり

アンケート

Ａ

・学習タイム（朝学習）の充実のため，内容
の見直しを行い，基礎学力の向上を図る。
・図書室・くぼっち文庫・こども新聞の活用
を促進し，読書習慣の更なる定着を図る。
・校内研究において，学習形態を工夫し，
少人数を生かした授業展開の研究を推進
する。
・学力の向上委員会を開催し，全国学力・
学習状況調査の結果の分析やつまずきポ
イントを全職員で共有する等を行い，日々
の授業改善につなげる。

◎ ◎

・朝の学習タイムはとてもいいと思う。読書をしたり学習をしたりと，いい習慣が
身につくと思う。
・読書習慣を週二回取り組まれているようで，これからも続けていただきたい。自
分の好きな本を読むことも大切なことですが，先生が選ぶ「良書」も推薦してあげ
てほしい。
・小規模の学校の良さを伸ばしていってほしい。一方で小規模の学校だからこ
そ，人前で話したり，プレゼンしたりアウトプットする機会を確保し，未来を切り拓
く力の素地を養っていってほしい。
・本当に頭の下がる思いです。児童数が多ければそこまでしなくてもという先生
方の配慮が，また何事も情報等伝え合って工夫されてやっていることがよく分か
り安心した。しんどいが，とにかく継続していけるように頼みます。
・朝一番の簡単なストレッチをしてから学習に入るのもいいと思う。
・コロナ対策で，授業参観等ができず残念だった。
・子供新聞は，社会のニュースなどが掲載されているはずなので，社会事象に興
味を持つことで，視野が広がるようになってくるのではないかと思う。

②学習習慣や知識・技能
の定着

アンケート・児
童のノート・テ
ストの結果

③言語活動の充実
アンケート・児
童のノート・日
記・文集・作文

2
豊かな心の
育成

①道徳教育・特別活動の
充実

アンケート活動
記録・

Ｂ

・いじめの未然防止や早期発見に努め，いじめが発
生した際は迅速にチームで対応し解決を図る。
・人権教育について，教職員の研修をさらに進め
る。
・安心して自分を表現できる居場所づくり，支持的風
土のある学級づくりに努める。
・縦割班活動や集会活動については，今年度もコロ
ナ禍のため，十分に活動はできていないが，できる
範囲で活動を工夫し，自らが計画・実行する中で，
充実感を味わわせ自分や友達のよさに気付かせ
る。
・毎月の生活目標の達成できるよう，全員に周知
し，誰もが気持ちよく学校生活が送れるようにする。

○ ◎

・迅速に対応してくださっていると思う。縦割り班活動や集会活動など他学年との
関わりを持てるのはとてもいいと思う。
・少人数のクラスなので，一人の個性や考えが固定化されてしまうことがよくある
と思うが，そうではない色々可能性があるということを正してほしい。
・インクルーシブ教育の視点で，誰もが支え合える学級づくりに努めてほしい。
・どうしても少人数で変化がないと，良い悪いはあるが，逆に考えるとやれるこ
と，できることはたくさんある。みんなの前でそれぞれが自分の思いをはっきり言
える体制を作りつつ，一人一人の考えを先生が集約していき，目線を合わせて
いけるように対等となる指導をしてほしい。
・社会人となると，自分で考え，周囲と調和しながら仕事をすることで評価され
る。そのためにも，「他人にやさしく，自分に強い人」になることが，自分自身を高
めていくことになろうかと思う。
・親は，子育ての勉強をする場が少ないため，PTAが「親育ての場」として，講演
会や体験談を聴く場を提供することもよいかと思う。

②自分も友達も大切にし，
共に生きる人権教育を全
領域で推進

アンケート・授
業参観

③合理的配慮のある特別
支援教育の深化・充実

アンケート

3
健やかな体
の育成

①体力・運動能力の向上
を図る

アンケート・児
童の様子

Ｂ

・来年度は可能な限り，毎週の業間運動を
行い，基礎体力の向上を図る。
・業間や昼休みは，外遊びをするよう呼び
かけ，教職員も可能な限りともに身体を動
かし，楽しみながら体力づくりできるように
する。
・ほとんどの児童がＳＮＳを利用しているの
で，情報モラルについて，児童・保護者対
象の研修会を設定する。
・避難訓練等の防災教育，交通安全教室
等の安全教育を確実に行い，命を守る行
動について具体的に指導していく。

○ ○

・不審者を想定しての訓練もあればと思う。
・コロナ禍でなかなか業間運動などを行えなかったが，休み時間等，よ
く外遊びをしていたように思う。
・早寝早起き朝ごはん週間があることで親も意識するようになってきて
いる。
・避難訓練は学期ごとに一回実践されているそうだが，できるなら二ヶ
月に一回くらい防災，火災，交通安全，不審者の防御，あらゆる面で命
を守る行動を指導していただきたい。
・野外ではマスクを外した活動を。
・親が車で送迎することが多いようだが，通学で歩くことで体力もつくの
ではと思うが，安全優先なのでしょうね。
・スマホ，タブレットは身近な生活の道具になっているが，マナー教育の
中で，WEBの怖さもよく話してやってほしい。
・「医食同源」という中国の熟語があります。食べるものが薬になるとい
うことだが，親子で食生活の大切さの勉強も。

②健康教育の推進
アンケート・児
童の様子

③安全教育の推進
アンケート・児
童の様子



項目 学校が，地域の拠点としての役割を担うことができているか。

指標 地域の良さや，地域の方々に支えられていることを感じることができている。

項目 郷土を愛する心を育てられるように，地域教材を生かした学習単元を設定し実践しているか。

指標 地域への愛着や誇りを持つことができている。

項目 自分の将来や仕事について考えるキャリア教育に取り組み，自立心を高めているか。

指標 自分の将来の姿を考えたり，働くことに対する関心を高めたりすることができている。

項目
あいさつや日常的な声かけなどを通して，児童と信頼関係を築けているか。また組織的な生徒指
導体制を整え，規範意識の醸成・他者を思いやる心の育成に努めることができているか。

指標 安全に気をつけ，明るく元気に学校生活を送り，自らあいさつすることができる。

項目
相互の発達段階を考慮した活動を行い，児童に自分の在り方について考える機会を設けている
か。

指標 今の自分の姿を見つめたり，将来の自分の姿を考えたりすることができる。

項目
学校は地域や保護者に学校教育方針や児童の活動の様子をわかりやすく伝えているか。また，
学校に対する評価や要望に真摯に対応しているか。

指標
保護者や地域の方が，学校は学校だよりやHP，オープンスクールなどで，学校の様子を分かりや
すく伝えていると感じている。

項目
人権尊重の視点に立った環境づくりに努め，学校長を中心に，組織的に学校運営がなされている
か。

指標
自他を尊重し，よりよく生きようとする児童の育成に向けて，職員が協働的に教育活動に取り組ん
でいる。

項目 開かれた学校づくりに努め，地域と共に歩んで行こうとする姿勢が見られるか。

指標 学校評価等を有効に活用するなど，積極的に地域の声を取り入れている。

項目 学校教育目標の具現化に向け，課題と成果の共有化を図っているか。

指標 教師一人一人のもち味を生かし，児童の活躍の場を大切にした取り組みが行われている。

項目 校務の効率化を図り，勤務時間の適正化に努めているか。

指標 PDCAサイクルによる業務の見直しや改善を行い，超過勤務の縮減に努めている。

項目 他人の意見に耳を傾け，使命感と熱意を持ち，指導力・授業力を高めようと努めているか。

指標
児童や保護者・同僚の意見に耳を傾け，自省しながら日々の教育活動の充実にむけた取り組み
が行われている。

自己評価における特記事項

4
主体的な態
度の育成

①豊かな体験活動の充実 アンケート

Ｂ

・今年度もコロナ禍で活動に制限のある中，で
きる限りのことを工夫して行ってきた。今後も原
小学校の伝統であり，特色ある活動である原小
太鼓，ありなし農園・学校田での米作りや学級
園での野菜作り等の体験活動を継続して取り
組んでいく。
・保護者や地域の方々，関係機関と連携をしな
がら，多様な体験活動の機会を設け，社会に触
れる機会を充実させる。
・キャリアノートや兵庫版「キャリアパスポート」
を適切に活用し，一人一人が将来の生き方に
ついて考えられるようにする。

◎ ◎

・原小太鼓をなかなかきくことができなかったのが残念に思うが，原小学校特有
の行事を大切にしていってほしいと思う。
・１年生の時からずっと綴られていくキャリアノート，とても良いと思う。
・原小の伝統行事を受け継いで地域に根ざした活動を続けていただけて嬉しい。
コロナが収束した際には，原校区全体が集まる「秋まつり」など原小太鼓を披露
していただけたら嬉しい。
・保幼小中連携の視点でキャリアノートの保持，活用を進めてほしい。
・コロナ禍でどうしても活動ができなくなるが，原小の伝統である特色ある原小太
鼓，ありなし学校田での米作り等はぜひ地元＋学校と永遠に継続していってほし
い。
・「ありなし」の由来である蟻無山古墳に代表されるように，古墳の多い歴史の豊
かな地域であることを学習することで，「地域への愛着」が生まれるのでは。
・体育館横の「馬の埴輪」が何故そこにあるのか，子ども達は知っているか。

②グローバル化に対応し
た教育の充実

アンケート

③各学年の発達段階に応
じ，自分の生き方を考える
キャリア教育の推進

アンケート

②保幼小中との連携
アンケート・児
童観察

③学校の取組の発信と学
校評価

アンケート

5
家庭 ・地域
との連携

①家庭・地域・専門機関と
連携した開発的生徒指導
の推進

アンケート・児
童観察

Ａ

・ 勤務時間については，学校業務改善委
員会を開催し，児童と向き合う時間の確保
と職員のワークライフバランスの実現に向
け，行事や業務等の見直しを図り，勤務時
間のさらなる適正化に努める。
・学校長を中心に，取り組むべき課題に対
し，チームで取り組むよう，今後も継続して
いく。

アンケート・研
究授業・校内

研修

○ ○

・子どもは大人の鏡と思うので，地域の私たちも元気にあいさつを心が
けたい。
・コロナ禍でオープンスクールをなかなか開催することができなかった
が，来年度はオープンスクール開催できるといいなと思う。
・学校便り等でも子ども達の頑張っている姿を見ることができて良いと
思う。
・マスク姿であいさつする児童，声の大きさは十分ではなくなりつつあ
る。地域一帯となって，目と目を合わせてあいさつすることなど進めて
いきたい。
・学校にいつでも行ける体制ではないが，保護者―地域―学校と一体
となり，少人数だがもっと大きな声を出し,声かけをしていきましょう。
・以前から，原小の子はよくあいさつすると感心されることが多かった。
原小学校の伝統として継続してほしい。

Ｂ

・保護者や地域の方に向け，学校教育活
動に興味をもってもらえるよう，学校だより
の配付，ホームページの充実を図る等，情
報を発信していく。
・引き続き， 学校でも地域でも「自分から笑
顔で挨拶」ができるように，継続して指導し
ていく。
・コロナ禍のため，なかなかできていない
が，幼稚園・保育所・こども園や中学校と適
切に情報交換を図りながら，就学指導を
行っていく。

④学校業務改善の推進 記録簿

⑤教職員の資質向上

6 学校運営

①人権を大切にする学校
づくり

アンケート・学
校評価資料

項目以外の点での来年度の課題や具体的改善方法

・新型コロナウイルス感染症対策のため，児童の活動・行事が随分制限された。そのような中でもありなし農園の米作りや原小太鼓の校内での演奏披露など，原小ならではの活動を工夫してできたこと
がよかった。
・特別支援教育の推進に向け，講師を招聘し研修会を開催したり，関係機関と連携を密にして取組を進めることができてよかった。今後の対策について，更なる課題解決が必要である。
・学校のさまざまな課題について，チーム原小で迅速に課題解決に向け，取り組むことができた。

・コロナの感染症対策もとても大切だと思う。その中で，できることを工夫して活
動してくださったことはとても良かったと思う。来年度もどのようになるか分からな
いが，引き続き臨機応変に対応していってくださればと思う。
・個人の考え方の違いかもしれないが，保護者のアンケートで一定数の否定的な
意見があったのが少し気になった。学校側としては一生懸命に教育に取り組んで
くれているので，理解していただけるよう，引き続き前向きに取り組んでいただき
たい。
・各観点評価はアンケートだけでは判断しにくいので省く。先生方が一生懸命努
力されているのがよく分かる。なので評価はすべてAで良いと思う。ただ一つだけ
あえて申し上げるとしたら，一人一人の先生方が今年度の結果を通してどのよう
な課題を持たれたかということであるが，これは校長先生が把握されていると思
う。
・人数が少なくなっても，将来「原小学校でよかったな。」とそれぞれが誇りを持っ
てやれるように，初心に戻り大きな声で誰にでもあいさつが笑顔でできるように，
また我々も努めていきたいと思う。
・他の学校を訪問し，教師としてのレベルアップを期待します。（原小で満足せず
に）

◎ ◎

・先生達は，とても子ども達のことを考えてくれていると思う。子
どもの些細な変化にも気付いてくださり，対応していただき感謝
している。
・教職員のワークライフバランスはとても大切なこと，職員の適
切な勤務時間を守り，心身共に健康であることを第一に考えて
いただきたい。
・積極的な情報発信を。
・何事にも前向きで取り組むよう，お願いする。
・勤務時間の適正化が業務の簡略化になるのではなく，パソコン
などのIT化を図ることで業務効率を上げることができると思う。
教職員の皆さんの工夫も必要ですが，組織としてのIT化の要望
も必要では。

②家庭・地域と共に歩む学
校づくり

アンケート・学
校評価資料

③学校の組織力の向上
アンケート・職
員会提案資料


