
 

 

 

共通取組 
重点取組 

平成２５年度  

具体的取組 自己評価結果 総括 

１  

確かな 

学力 ○わかる授業づくりをめざし、どこの学

級でも共通して取り組む授業作りの基

本・ユニバーサルデザインの授業づくり

の徹底。○こどもが｢豊かな言語感覚｣を

身につけていく授業改善の在り方を検証

する。 

○児童の実態に合わせて、各担任、各担当が

工夫して取り組んでいると思います。 

○算数の授業で流れを決め全ての児童の思

考がスムースに進むようにした。それにより

学習の理解は図られていると考える。 

○重点研などの活動を通して授業のあり方

や行い方を検討し、普段の活動にいかそうと

する校内での体制は学ぶことも多い。個人的

には課題が多くみられ、反省すべき点が多々

あった。○重点研究で言語活動について授業

作りが模索されてきた。今後各教科でもユニ

バーサルデザインの授業づくりについて考

えていきたい。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

２ 

豊かな 

心 

○児童会活動・仲良し活動の取り組みの

継続的な発展。○豊かな体験を通した学

びの充実。(ひまわりタイム指導計画に基

づく実践の充実)○ＰＴＡ・地域と連携し

た取り組みを推進。 

○リーダーを育成するなかよし活動はとて

も良いと思う。下学年の子も姿を見て学んで

ほしいと思う。○野菜やコメつくりなど各学

年が地域の方の協力を得て活動することが

できてよかったと思う。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

３ 

健やかな

体 

○食育の取組の継続的な発展。○豊かな

体験を通した学びの充実。(ひまわりタイ

ム指導計画に基づく実践の充実)○飯島

小学校の体力向上に向けた取組の継続的

な発展。 

○昨年より長縄大会が盛り上がった。E タイ

ムでは時間が足りない。○パクパクだよりを

通して、食について興味を持てるようになっ

ている。○体力テストを民間委託し、それを

基に各委員会と協力して「元気アップ活動」

を取組んだ。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

 

４   

組織運営 

 

○児童支援専任・特別支援コーディネー

ターを中心とした特別支援教育の充実。

○地域活動コーディネーターを中心とし

たＰＴＡ・地域との連携、協働。 

○支援の必要な子に対して、個別に指導する

機会が持ててよい。○ボランティアの方の名

前と顔が一致してきた。○実りの集い・豊田

ふれあいフェスティバル・団地祭・サマーキ

ャンプなど地域の行事や PTA 主催の行事な

ど職員と PTA が連携して行われていた。 

○Ａ  

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

５       

教育環境

整備 
○｢特別支援教育｣と｢豊かな体験を通し

た学び｣が推進される校内環境整備とカ

リキュラム開発。 

○職員による昇降口の登校指導がなされ、元

気よく挨拶をする児童も多かった。 

○ひまわりルームの活用ができつつある。 

○ICT 機器が多く導入されてきて、活用され

ている例もあるが、配当や管理が十分でなく

迷惑をおかけすることが多かったと思う。

「学び」の助けになれるよう計画推進を考え

ていきたい。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

 

人材育成

組織運営 

○こども理解のための児童指導体制を確

立する。○分かる授業づくりに向けた研

究体制を確立する。○こどもが豊かに安

心して生活できる地域連携体制を確立す

る。 

○メンターチームが立ち上がり、経験年数の

少ない職員同士の交流が行われてよい。 

○栄養教諭による食育研修が引き続き行わ

れて職員の食に対する意識の向上や交流が

図られていてよい。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

小中一貫 教

育推進 ブロ

ック内相互評

価結果 

○メンターチームを立ち上げたり、食育の研修が行われるなど、職員同士の交流が行われてい

てよい。また、実りの集い・豊田ふれあいフェイスティバルなどの地域の行事へ学校全体とし

て協力体制ができている。学力の向上については今後も継続的に取り組んでもらいたい。 

学校関係者 

評価結果 

○さまざまな背景を持つ家庭・特性のある児童が増えてきている。長い目で見た指導が求めら

れる。体験的に学び家庭・地域のあたたかさ・感謝の気持ちを育てることがいじめ防止につ

ながっていく。ＰＴＡ・地域・関係諸機関と連携し、継続的に指導していってほしい。 

評価結果に対

する 

学校の見解 

○わかる授業づくりについて、校内でもユニバーサルデザインの必要性への理解が高まってい 

る。○人材の育成については、今後とも経験年数の浅い職員も増えているので、研修や交流な 

どこれからも引き続き行っていく必要がある。○児童の指導については、今後児童支援選任を 

中心として組織的に対応に当たっていくようにしたい。 

  

学校経営 

中期目標 

達成状況 

○学力向上を目指してわかる授業づくりに取り組んでいる。豊かな言語感覚を身につけるため

の授業改善がなされてきている。○野菜や米つくりなど体験活動が各学年で取り入れられて

いる。自然環境に対する児童の意識も高まっている。○人材育成については一定の成果が表

れているが、今後引き続き行っていく必要がある。 

  

 

共通取組

重点取組 

平成２６年度  

具体的取組 自己評価結果 総括 

１ 

確かな 

学力 

○わかる授業づくりをめざし、どこの学級

でも共通して取り組む授業づくりの基

本・ユニバーサルデザインの授業づくりの

徹底。 

○子どもが「豊かな言語感覚」を身につけ

ていく授業改善の在り方を検討。 

○児童の実態に合わせて、各担任、各担当

が工夫して取り組んでいる。○学年研で授

業のあり方や進め方を検討し、普段から基

礎基本の習得に向けて教育活動が図られ

ている。○重点研究で単元を貫く言語活進

められることにより問題解決型学習を意

識し授業を組み立てていくことができた。

さらにユニバーサルデザインの授業づく

りを進めていきたい。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

２ 

豊かな 

心 

○児童会活動・なかよし活動の取り組みの

継続的な発展。 

○豊かな体験を通した学びの充実。（ひま

わりタイム指導計画に基づく実践の充実） 

○PTA 地域と連携した取り組みを推進。 

○児童会活動、なかよし活動は児童が中心

となり、活発に取り組むことができた。○

５、６年リーダーを育成しながらなかよし

活動を行うことができている。○野菜作り

や米作り、竹の収穫、ケアプラザ訪問など、

各学年、地域の協力を得て活動することが

できた。 

○Ａ  

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

３ 

健やかな

体 

○食育の取り組みの充実。 

○豊かな体験を通した学びの充実。（ひま

わりタイム指導計画に基づく実践の充実） 

○飯島小学校の体力向上に向けた取り組

みの継続的な発展 

○食に関しての様々な手立てにより残食

率も低くなっている。○地域の「材」を生

かした活動を取り入れフェスティバルの

発表内容も充実してきている。○継続的な

長縄集会や元気アップ活動により体力に

ついての関心態度が高まってきている。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

４ 

組織運営 

 

○児童指導専任・特別支援コーディネータ

ーを中心とした特別支援教育の充実。 

○地域活動コーディネーターを中心とし

た PTA・地域との連携、協働。 

○児童支援専任等配置され、学級の中の困

り感のある児童に対して適切な支援やチ

ーム対応を進めることができた。○地域交

流室も設置され、みのりの集い・豊田ふれ

あいフェスティバル・団地祭・サマーキャ

ンプなど地域・PTA の行事等も職員と地

域・PTA が連携して行った。 

○Ａ  

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

５ 

教育環境

整備 

○「特別支援教育」と「豊かな体験を通し

た学び」が推進される校内環境整備とカリ

キュラム開発。 

○全クラス、黒板の上に学級目標の掲示物

をしないよう等、ユニバーサルデザインを

進めた。○特別支援教室・ひまわりルーム

の活用ができつつある。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

 

人材育成

組織運営 

○子ども理解のための児童指導体制を確

立する。 

○わかる授業づくりに向けた研究体制を

確立する。 

○子どもが豊かに安心して生活できる地

域連携を確立する。 

○子ども理解のために各担任からの子ど

もの報告・各学年のケース会議等、情報の

共有をした。手立ての確認・組織的に対応

に努めた。○学年研の時間を有効に活用

し、わかる授業づくりにむけて教材研究が

進められた。○民生委員の方も含めたカン

ファレンスを行い、子どもの見守りもお願

いすることができた。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

小中一貫 教

育推進 ブロ

ック内相互評

価結果 

〇小学校の重点研究会に中学校の先生が参加したり、中学校で小中交流研究会を実施したりし

て、授業交流を充実させている。また、みのりの集い・豊田ふれあいフェスティバルなどの地

域行事へ学校全体として協力体制ができている。飯島中ブロック全体の学力向上に向け、今後

も継続的に取り組んでいきたい。〇卒業生の情報を交換した上、生徒指導専任による授業参観

も実施した。卒業生がスムーズに中学校生活に入っていけるよう配慮している。 

学校関係者 

評価結果 

〇どの学級どの教室も、受け身の授業ではなく、子ども参加型の授業がされていて、子どもた

ちがとても楽しそうである。〇まちで挨拶をすると挨拶が返ってくる子どもが多い。「おこさ

あご運動」をこれからも続け、保護者も地域も取り組んでいきたい。そして、感謝の気持ちを

育てていきたい。〇様々な背景をもつ家庭、特性のある児童が増えてきている。長い目で見た

指導が求められる。〇ＰＴＡ・地域・関係諸機関と連携し、継続的に指導していってほしい。 

評価結果に対

する 

学校の見解 

○学力向上に向けて、客観的な評価に基づいた取組が求められている。授業のユニバーサルデ

ザイン化、教科担任制、特別支援教室の設置、個別支援級の充実などの取組を今後も重点的に

行っていく必要がある。○児童支援専任を中心にした校内児童支援体制を確立することができ

た。児童、保護者の安心感につながっている。○学校運営サポート事業を通して飯島小の特色

ある学びを整理し、カリキュラム化させることができた。今後も充実させていく必要がある。

○地域交流室が設置された。この先、地域連携の要として育てていきたい。 
 
 

学校経営 

中期目標 

達成状況 

○児童会やなかよし会活動や生活科やひまわりタイムの地域に開かれた学びから、豊かな心が

育っている。○幼保や中との連携をいっそう深めることができた。○児童支援専任を中心とし

た児童理解に基づく支援体制が組織的にできるようになってきた。○地域交流室の設置など開

かれた学校づくりの基盤をつくることができた。●客観的なデータに基づく学力向上に向けた

取組が求められる。 

 

共通取組

重点取組 

平成２７年度 

具体的取組 自己評価結果 総括 

１ 

確かな 

学力 

○わかる授業づくりをめざしたユニ
バーサルデザインの授業づくりを推
進 

○コミュニケーション力を身に付 

ける授業改善 

○図書館教育、読書活動の一層の充実 

〇ユニバーサルデザインを意識しながら

授業を作ってきたが、今後も行っていくよ

うにする。 

〇重点研を中心にしてコミュニケーショ

ン力を身につける活動を取り入れてきた。 

〇図書室の電算化の整備をした。地域図書

館を利用し、図書教材を多く取り入れた。 

Ａ 

○Ｂ
Ｃ 

Ｄ 

２ 

豊かな 

心 

○児童会、なかよし会活動の取組の 

継続的な発展 

○豊かな体験を通した学び（ひまわり
タイム・生活科の実践）の積み重ね 

○ＰＴＡ・地域と連携した行事の積み
重ね 

○交流を学校テーマとし、全学年が入った

縦割り班で活動の充実をはかった。 

○昔遊び、野菜作り、カイコ飼育、米作り、

福祉活動など、各学年の取り組みで地域の

協力を得て活動できた。 

○Ａ  

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

３ 

健やかな

体 

○食育の充実に向けた取組の継続 

○体力向上に向けた取組の継続的 

な発展 

○命を大切に、健康について考える 

教科横断的な取組の推進 

○豆つかみ大会や給食週間などで継続的

に食育を図った。 

○縄跳び大会に向けて各クラス目標を決

め取り組んだ。 

○養護教諭と連携し、保健授業の充実を図

った。 

Ａ 

○Ｂ
Ｃ 

Ｄ 

４ 

特別支援

教育 

 

●学級担任が、個別支援級担任・児童支援

専任・特別支援Ｃと連携し、一人ひとりの

状況に応じた適切な支援を進める 

●学級での少人数指導や特別支援教室を活

用した取り出し指導など児童の特性に配慮

した指導を行う 

〇サポート学習については、効果と継続を

望む声が保護者よりある。 

○担任・特支 Cd・専任と連携が取れた。 

〇来年度の課題として、時期を早めること

やソーシャルスキルトレーニングの必要

性がある。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

５ 

教 育 課

程・学習

指導 

●学力学習状況調査結果に基づく客観的な

児童の実態分析から、コミュニケーション

力を高める指導を充実させる 

●ユニバーサルデザインの授業づくりを目

指し、どこの学級でも共通して、取り組む

学習スタンダードを確立する 

○話形を活用し、授業の中でコミュニケー

ション力の向上に努めた。学習の見通しを

もたせ、学習課題を掲示することで、問題

解決的学習になるよう心がけた。 

○ユニバーサルデザインの授業を意識し、

授業を組み立てた。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

６ 

地域連携 

●生活科、ひまわりタイムの指導計画に基

づいて、地域とつながる体験的な学びを充

実させる 

●地域交流室を中心に、学校教育目標実現

に向け、地域・保護者との連携・協働した

取組を展開する 

○学年よって地域とのつながりにばらつ

きがあったため、体系的に取り組めるよう

にしたい。 

○月に１度、地域の方と学校教育目標実現

のための取組や学校運営協議会の設置な

どについて話し合うことができた。また、

校庭の環境整備など地域の方と協力した

取組ができた。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

 

人材育成

組織運営 

○子ども理解のための児童指導体制を確立

する。 

○わかる授業づくりに向けた研究体制を確

立する。 

○子どもが豊かに安心して生活できる地域

連携を確立する。 

○今年度、飯島スタンダードを４月から施

行した。児童指導の共通理解が進んだ。 

○言語活動を高めるための研究を進めた。 

○防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し地域連携がさらに

深まった。朝の登校指導にも多くの地域の

方々に協力していただいた。 

Ａ 

○Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

小中一貫 教

育推進 ブロ

ック内相互評

価結果 

合同教職員研修会を開き、教職員の言動を見つめなおし、人権感覚を磨くために指導主事をお招きし

て、特別支援についての研修を行いました。合同授業研究会では、教職員が授業改善することを通し

て、子どもたちの学力向上を図っています。また、教科ごとに９年間を見通した子どもたちに着けた

い力について意見交換を行い、すぐに役立つ具体的な話になりました。生徒交流会を通して、子ども

たちが安心し、期待感をもって中学校に進学できるようにしています。 

学校関係者 

評価結果 

どの教室も子どもの素直な成長が実感できる。伸び伸びと生活し、地域の方へも親しみをこめ

て挨拶をすることができている。学校職員の日々の丁寧な指導の積み重ねが成果となって子ど

もの姿に現れている。今後は、創立 50 周年に向けて地域と連携した取組を一層の推進していけ

るとよい。 

評価結果に

対する 

学校の見解 

今年度は学校評価担当者が立てた「年間学校評価計画」に基づいたＰＤＣＡサイクルを確立す

ることができた。自己評価の中期振り返りを行い、年度内に改善策を実行できた点が大きく評

価できる。年度末「学校経営計画の反省と次年度に向けて」ふり返りをワークショップで実施

することができた。そこで出されたことを次年度の経営方針に反映させることもできた。学校

関係者の評価についてを見ても、教育活動に対する理解が高まってきていることが分かる。 

 

学校経営 

中期目標 

達成状況 

○児童支援専任を中心に児童支援体制と特別支援教育の柱立てを確立することができた。○幼

保や中との連携が日常化され、日々の取組から情報共有が図られた。○国語科を取り上げた 3

年間の実践研究の積み重ねから子どもに表現意欲の高まりが感じられた。○地域交流室の 1 年

間の運営が円滑に行われ、学校運営協議会の設置にまでつなげることができた。●客観的なデ

ータに基づく学力向上に向けた取組については、次年度以降も引き続き考えていく必要がある。 

●3 年後の創立 50 周年に向けた学校文化、地域との関係性を再構築していく必要がある。 
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