
平成２５年度 学 校 経 営 報 告 書 

 八王子市立恩方第二小学校  

                               校 長 原 市  裕 

１ 今年度の取り組みと自己評価  

評価基準：【A】十分達成できた【B】概ね達成できた【C】あまり達成できなかった【Ｄ】達成できなかった  

今年度の取り組み  自 己 評 価  

１ 学ぶ喜びのある学校 

①確かな学力を身に付ける  

 

 

 

①基礎的・基本的学習の定着を目指し、朝学習や家庭学習

の習慣化を全校で取り組んできた。朝学習は週３回漢字、

計算、読書等、学習内容を具体化しながら計画的に進め

てきた。各学年少人数の中で学力差があり課題にも違い

があるので、きめ細かな指導が今後も必要であり、工夫・

改善に取り組んでいく。 

 

 

Ｃ 

 

②個に応じた指導の充実 

 

 

 

 

②個別支援カードを作成し、児童個々の課題と手立てを全

教員が共有し、指導にあたるようにした。また授業の中

で児童が自分の考えを発表できるような場の設定や、自

己有用感を感じられるような学級の雰囲気づくりを全校

で取り組んだ。児童の積極的な発言が増えた。  

 

 

Ｂ 

③指導法の工夫・改善  

 

 

 

 

③デジタル教材の活用、具体物の準備など教材・教具の工

夫をする中で、児童の関心・意欲、理解の向上を図って

きた。理解力の差は、個に応じた課題設定をすることで

意欲の持続を図ったり、学校サポーターと連携したりし

ながら個々の学力を身に付けさせる取り組みを行った。  

 

 

Ｂ 

④言語活動の充実  ④今年度の校内研究は、児童の言語能力の向上を通して、

表現力を身に付けさせるとのテーマで研究を進めてき

た。意見の出やすい教材の工夫、自力解決できる場面設

定、発表の場の設定など、子供たちが身に付けた言語能

力を生かし、伝える力が高まりつつある。今後も引き続

き言語環境の工夫・改善に取り組んでいく。  

 

 

Ｃ 

 

２ ふれあいのある学校 

①温かな人間性を育む  

   自然や人との関わりを  

   大切にする活動を通し

て。  

 

①全校で取り組んだヤマメの増殖活動を始めとする自然を

活用した体験活動は、地域の方や専門機関の協力を得な

がら今年も活動することができた。米作りや植物の栽培

など年間を通した計画な取り組みで、生命の貴さや自然

を大切する心を育んできた。地域の方とのふれあいも深

めることができた。  

 

 

 

Ｂ 

②環境教育への取り組み 

  豊かな自然環境を生か

した体験活動を通して。 

②年間指導計画に沿って、全学年が取り組む動植物の飼育

栽培活動、４年の水調べ、５・６年の間伐材の体験等々、

地域の方々との連携の中で、子供たちも主体的に関わり、

自然環境を守る意識を身に付けてきた。準備の段階で、

児童が自ら課題を設定し、解決方法を考え、取り組むと

いう十分な時間確保が足りなかったというのが課題であ

った。 

 

 

Ｃ 



③人権教育への取り組み 

交流、共同、助け合いの

活動を通して。  

③道徳の内容と人権課題をリンクさせながら人権意識の向

上に取り組んできた。縦割り活動を通して、互いに協力

し合いながら活動を進めることで、児童相互の信頼関係

を築けるようにしてきた。また「ありがとうの木」で個々

の関わりが緊密になることで自尊感情の醸成がなされて

きた。評価アンケートでは、地域・保護者の方々から高

い評価を頂いている。今後も継続して取り組んでいきた

い。 

 

 

 

 

Ａ 

④いじめや不登校のない学

校づくり 

④重要な課題として全教職員が認識し、取り組んできた。

問題があれば保護者とも連携しながら早急な対応も行っ

てきた。校内でいじめに対応する組織を立ち上げ、迅速

な対応を心掛けてきた。今年度は児童のアンケートから

もいじめの報告はないとの結果が出ている。今後も継続

して取り組んでいきたい。  

 

 

Ａ 

３ 体力・運動能力の向上  

①計画的な体力・運動能力向

上の取り組み  

 

①今年度も縄跳月間、持久走月間を設けて全校で取り組ん

できた。全校水泳記録会は雨で中止になったが、それに

向けてめあてをもって練習に取り組み個々の泳力の向上

につなげた。走力の向上のために、専門の講師を呼び全

校児童が走法改善を体験することができた。子供たちに

とっては大きな自信につながったのではないかと思う。  

 

 

 

 

Ｂ 

②体育授業の充実  ②今年度も１学期に全校で実施した「体力・運動能力テス

ト」の結果を分析し、全体で実態の把握と課題の共通理

解をした。運動会や水泳指導のなかでめあて学習に取り

組ませた。子供たちが自分のめあてに向けて意欲的に運

動に取り組む姿が見られた。まだまだ能力面、意欲面に

個人差が見られるが、次年度も計画的な体力・運動能力

向上に取り組む。  

 

 

 

 

Ｃ 

③体力・運動能力テストの効

果的活用 

③体育主任を中心にテストの分析を行い、本校の運動能力

の課題を全教員が共有することができた。昨年度は持久

力、ボール投げに課題があったので、今年度は意識的に

取り組んだ。その結果、改善が見られた。  

 

 

 

Ｂ 

４ 開かれた学校 

①小中一貫教育の推進  

 

①年間３回の学校間交流の中で互いの児童・生徒の実態と

課題について情報交換し連携に努めてきた。  

また互いの学校行事への参観も可能な限り行った。小中

で同じ課題を設定すること（読書力の向上）で児童・生

徒の連続した育成が図れるようにしてきた。昨年度より

教員間の相互理解が進んだと思われる。保護者の理解も

進んだ。 

 

 

 

Ａ 



②地域人材を活用した教育

の推進 

②年間計画に沿って、各学年において計画的に実施するこ

とができた。学校を大切に思ってくださる方々が多くい

らっしゃることを実感している。今年度は特に１４０周

年記念の取り組みを通して、地域の方と子供たちとの交

流が盛んに行われ、子供たちの郷土愛が深まったと思わ

れる。 

 

 

Ｂ 

③様々な手段を用いた情報

発信 

③今年度もホームページの毎日の更新を通して、教育活動

の様子を伝えたり、毎月の学校便りを保護者・地域そし

て保・幼施設に配布したりするなど、積極的な情報発信

を行ってきた。学年通信や毎日の学級通信、専科通信等、

教員個々の情報発信も精力的に取り組み、学校と保護者

間の理解が深まった。 

 

 

Ａ 

④学校評価アンケートの活用 ④７月と１２月の２回、保護者アンケートを実施。また学

校行事と学校公開時に保護者のご意見を頂くアンケート

を実施。今年度は肯定的なポイントが全項目について９

割を超えていた。地域・保護者のご支援の上に立っての

教育活動であるとの自覚を更に深め、今後も努力してい

きたいと考えている。  

 

 

Ｂ 

５ 安心・安全と信頼のある学校  

①教職員の服務の厳正  

 

①各学期に服務研修を行い、教職員の服務に対する意識の

向上に努めた。また服務の情報を機会あるごとに教職員

に知らせ、服務事故防止の情報の共有化を図ってきた。

服務マニュアルの意識化に努め、職員の服務に対する意

識の向上も見られ本年度、服務事故はゼロである。  

 

 

 

 

Ａ 

②組織の協働体制の構築 ②教職員数が少ない中では、一人にかかる校務分掌の比重

と責任は重くなる。互いに連携・協力しながら仕事を進

めてきた。若手教員の指導・育成もこうしたＯＪＴを通

して取り組んできた。その結果、個々の職責に対する自

覚が深まり、温かな職場環境の構築につながったと感ず

る。 

 

 

Ａ 

③教師としての資質の向上  ③授業力・専門性の向上のために、校内研究授業を年間３

回実施し、講師の指導を通して全体で授業改善につなげ

てきた。また授業を教員同士が見合う意識も定着し、授

業力向上につなげてきた。特に特別支援教育のスキルア

ップを目的とした研修は専門性の向上につながった。 

 

 

Ｂ 

④安全管理・安全確保の取組  ④教育活動全般において児童の安全面に配慮した取組みを

行ってきた。特に避難訓練や安全指導を通して防災への

意識を高めるとともに、危険回避の方法も身に付けさせ

てきた。児童は訓練対して真剣に取り組んでいる。今後

も現状に即した危険回避の体制を作っていく。安全ボラ

ンティアの方のご協力に感謝申し上げる。  

 

 

 

Ｂ 



２ 重点目標への取組と自己評価  

 児童の実態を勘案し、昨年度より学校教育目標の「かんがえる子」を重点におき、児童一人

一人が課題をもち、意欲的に学ぶ中で、思考力・判断力・表現力といった確かな学力を身に付

け、生きる力を育てることを今年度の重点目標とした。また本校の特色を生かした教育活動を

推進し、小規模校としての環境を効果的に生かす取り組みを行うこととした。  

取組内容 自 己 評 価  

学力向上の取組 

①朝学習の充実  

 

①担任が週案簿に朝学習の予定を記入し、取り組み内容を具

体し計画的に取り組むようにした。また内容を児童の実態

に合わせ効果的に取り組むようにした。学習習慣の定着、

反復学習による基礎基本の定着が進んだ部分もある。しか

し個人差もあるので、そこを埋める課題の工夫が更に必要

である。 

 

 

 

 

Ｃ 

②授業改善プランの取組と

実施 

②計画的に授業力を向上させるため、授業改善プランの工

夫・改善に今年度も取り組んだ。ポイントは少人数の効果

的な指導方法、学力差を埋める課題設定など、予め課題を

共通理化して取り組んだ。実施する中で、新たな改善点も

見えてきたので、今後も更に継続する。  

 

 

 

Ｃ 

③言語能力の向上のための

日常的取組 

③定期的な短文指導、辞書を引きながらの学習、話し合い活

動など各学年が児童の発達段階に合わせて、語彙の獲得や

言語活動を意欲的に行えるような工夫を積み重ねてきた。

その結果、作文への抵抗感が減り、楽しさも実感できる児

童が増えてきた。また語彙力も豊富になってきた。  

 

 

 

Ｂ 

④読書活動の充実と文集

「山の子」の取組  

④図書ボランティアの方々の協力も得ながら、年間を通して

読書活動に取り組んだ。読書感想文コンクールに応募する

試みも始めた。まだ改善点があるが、日常的に本に触れる

ことで創造性や考える力を身に付けさせたい。文集作成は

今年度も全校体制で取組み、完成させた。 

 

 

 

Ｂ 

⑤問題解決的学習を通して

思考力を身に付ける  

⑤生活・総合的な学習の学習内容を精選し、より効果的な学

習計画を進めてきた。本校の豊かな自然環境は体験的な学

習に適している。課題を設定し自ら解決していこうとする

学びの姿勢を定着させるために、事前・事後の準備をしっ

かりと行い、めあてをもって活動できるように指導助言を

行ってきた。  

 

 

 

Ｃ 

⑥特別支援教育の充実  ⑥学校サポーター２名と担任とが連携し、支援を要する児童

へ個別の緊密な関わりや指導を通して落ち着いて学習でき

る環境ができた。また今年度週一回のＳＣ訪問で、児童と

保護者の心のケアーが進み、不安感を解消することに役立

っている。今後も継続して取り組んでいきたい。  

 

 

Ｂ 



特色ある教育活動の推進 

①地域の環境を生かした体

験活動の実施  

 

①醍醐川を利用した活動（ヤマメ増殖、水中の生き物、水遊

び等）と文化遺産を活用した活動（中村雨紅調べ学習）な

ど地域を教材にした学習活動は、今年度も各学年において

計画的に実施することができた。学習の結果はまとめとし

て資料作りや新聞づくりに取り組んだ。子供たちの興味・

関心を引き出しながら学習成果を上げることができた。  

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

②縦割り活動や委員会活動

の取り組み 

②学習においては、体育や生活科・総合的な学習の時間にお

ける合同学習、委員会活動、縦割り班清掃、全校集会など、

小規模校の特質を十分生かしながら取り組むことができ

た。個々の責任や役割を明確にしながら取り組むことで、

自尊感情や成就感を味わわせることができたと思う。今後

も継続して取り組んでいきたい。  

 

 

 

 

 

Ｂ 

③地域との関わりを通し

て、郷土愛を育てる  

③ＰＴＡ行事（親子ふれあい活動、餅つき会等）や青少対ク

リーン活動、恩方市民センター祭り、七夕祭り等々、地域・

保護者の行事に積極的に関わってきた。学区外から通学す

る児童にとっても、恩方地域に愛着をもち、大切にする気

持ちをそだてることができたと思う。今後も様々な機会を

通して、交流を推進していきたい。  

 

 

 

 

Ｂ 

④地域人材の積極的な活用  ④竹細工やわら細工、うどん打ち、茶道体験、炭焼きなど、

今年度も地域の方々のご協力を頂き、子供たちは様々な体

験活動をすることができた。人との交流を通して、生活の

知恵、コミュニケーション能力、協同体験など多くのこと

を学ぶことができた。今後も計画的にご協力を頂きながら

取り組んでいきたい。  

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 次年度以降の課題と対応策  

課  題 対  応  策 

１ 確かな学力を育てる ①児童の興味・関心に応じた課題学習や反復練習の継続、少人数 

指導の特性等を生かして、基礎的・基本的な知識・技能の確実 

な定着を図り、学ぶ喜びと学習意欲の向上を図る。 

②児童が自ら課題を見つけ、学び、主体的に判断し課題解決でき 

る力を育てる授業の工夫を通して、思考力、判断力を身に付け 

させる。 

③言語活動を中心に据えた指導の工夫を図り、言語に対する興 

味・関心や知識・理解を深めるとともに、自分の考えをもち、 

聞き手にわかりやすく伝えたり発表したりする表現力を伸ば

す。 

④地域の自然や文化遺産、地域人材など豊かな学習環境を生かし 

た、体験的・問題解決的学習を通して、児童の思考力・判断力・ 

 表現力等を育成する。 

⑤体育の教科を中心に行事との関連を図りながら、泳力検定、持

久走、縄とび等、全校で取り組むチャレンジ期間を意図的・計

画的に設定し、児童の運動に対する関心・意欲を高め体力の向

上を図る。 

⑥特別な支援を要する児童には、学習内容の習熟に応じて補充的

な学習や発展的な学習を取り入れる。 

 

２ 豊かな心を育てる  ①道徳の時間を要として全教育活動を通して、生命を尊ぶ人権 

尊重の教育を推進する。 

②基本的な生活習慣を定着させるとともに、個に対する組織的な

生活指導体制を充実させる。 

③他者や社会、自然との豊かな関わりを通して、規範意識や自尊 

感情、そして思いやりの心を育む。 

④近隣校との様々な交流活動を通して、コミュニケーション能力

の向上を図る。 

３ 安全な生活と健康・体

力の保持・増進に取り

組む 

①体育の時間を中心に教育活動全体を通して、健康・体力の保持・ 

増進の指導を推進する。 

②体育の授業の充実を図るとともに、計画的にスポーツに親しむ

習慣や意欲を育て、体力向上を図る。 

③体験活動と連携した食育活動を推進し、健康についての理解を

深める。 

４ 特色ある教育活動の推

進 

①地域の豊かな自然、文化遺産、人材等を活用した主体的・意欲

的な体験活動を推進する。 

②小中一貫教育、他地域の小学校間の交流・連携を通して児童の

健全育成に努める。 

③開かれた学校づくりを進め、家庭・地域との連携を強化すると 

ともに、勤労生産活動や奉仕活動を通して豊かな人間性を育む。 

 

 


