
平成２６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  

 

 

・各学年で「学力向上・学習状況改善計画」を基にしなが

ら取り組みを続けてきた。算数ミニプリントや漢字テスト

など継続的な実践によって８割の達成を目指してきたが、

個人差や学年によって多少の差がある。意欲は全体的に高

いので、結果に結び付けていく取り組みを今後も続けたい。

学力調査の正答率はわずかに上昇している。  

 

 

Ｃ 

②個に応じた指導の充実 

 

 

 

 

・１年生は学習ボランティアに週４日入ってもらい個別支

援体制をとってきた。また習熟の程度に合せた指導により

児童の躓きに対応するようした。算数では補充的な問題や

発展問題を準備し、個に応じた学習の定着を図ってきた。

こうした取組が児童の学習意欲の向上につながっている。 

 

 

Ｂ 

③指導法の工夫・改善  

 

 

 

 

・今年度より算数少人数指導を導入し、３年生から６年生

までの学年で実施した。事前のプレテストにより児童の理

解を把握しながら、個別の指導に力を注いできた。児童は

学習に自信をもち、授業が楽しいと感じる児童も増え、効

果は目に見えて大きかった。次年度の更なる充実を目指す。 

 

 

Ｂ 

④言語活動の充実  ・日常活動の中で言語能力が向上するような取り組みを全

校で取り組んできた。朝読書、全校感想文、今月の詩の紹

介等々。また国語の授業中で短文作りや意味調べなど学年

によって児童の実態に合わせた工夫を行ってきた。言語能

力の向上は時間必要とするので、継続して取り組んでいく。 

 

 

Ｂ 

⑤特別支援的な授業の工夫  ・教室環境をすっきりとさせる。目で見える情報を用意する。

個の課題を用意する。情報を教師間で共有する等々、支援

を要する児童の学力向上に意識的に取り組んできた。児童

は自信をもって授業に臨めている。またわかる喜びも実感

している様子が見られる。課題も多いのが実情である。  

 

 

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。  

 

・縦割り班活動の清掃、委員会、特活行事等を通して、異

学年との交流や協働作業に取り組んできた。また地域学

習で多くの方々との関わりをもちながら学習をすすめる

ことができ、豊かな交流ができた。  

 

 

 

Ｂ 

②豊かな自然環境を生かし

た体験活動を通して友達

と協力し合ったり支え合

ったりする心を育てる。 

・ヤマメの育成や森林体験、稲作など地域の方々に指導を

頂きながら、協力して課題解決学習に取り組むことがで

きた。特に高学年の環境学習は縦割りグループで課題を

追究することで、互いの関係性を深めることができた。  

 

 

Ａ 



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。  

・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。縦割り班活動を通して、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

係を深め、低中高の役割を学び、責任感と協働する姿勢

が身に付けることができた。 

 

 

Ｂ 

④いじめや不登校のない学

校づくり 

・今年度も重要な課題として全教職員が意識して取り組ん

できた。問題があれば保護者とも連携しながら早急な対

応を行ってきた。いじめに対応する組織健全育成委員会

は常に迅速な対応を心掛けている。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。

遅刻や長期欠席児童が３学期見られた。  

 

 

Ｃ 

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  

・今年度も縄跳週間、持久走週間を設けて全校で取り組ん

できた。期間中の取り組みを意欲的に行わせるためにカ

ードや学年目標を設定し、励まし合いながら挑戦する雰

囲気作りや意欲付けを工夫した。今後も継続して取り組

んでいく。  

 

 

Ｂ 

②体育授業の充実  ・２学年合同の授業を行っているため、担任同士の打ち合

わせや役割分担を明確しながら授業を進めてきた。児童

の能力に合わせためあてを設定したり、異学年の学び合

いの場を設定したりしながら、少人数のメリットを生か

す工夫に取り組んできた。 

 

 

Ｂ 

③体力・運動能力テストの効

果的活用 

・昨年度も見られたボール投げに課題がある児童が多い。

授業の中でボールを使った的当てゲームや体育集会の中

での鬼ごっこ等、日常的に体を動かす工夫を計画的に行

ってきた。学年により差はあるが、運動への意欲は確実

に向上している。  

 

 

Ｂ 

４ 開かれた学校 

①小中一貫教育の推進  

・恩方中学校との連携を年間計画に沿って進めてきた。例

年行っている恩中生徒会の訪問に加え、今年は６年生が恩

中に行って授業体験する試みを初めて実施した。６年生に

とっては恩一、元木小の児童と一緒に授業を受ける体験は

中学生活をイメージする大きな体験になった。  

 

 

Ａ 

②地域人材を活用した教育

の推進 

・ブルーベリー摘みや昔の生活調べなど地域の方々のご協

力をいただき、計画的に取り組むことができた。特に教

員が積極的に地域の教材を活用しようとする熱意が地域

の方に理解と協力を頂けた要因ではないかと考える。  

 

 

Ｂ 

③様々な手段を用いた情報

発信 

・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

間の理解を深めることができた。 

 組織的なＨＰの活用ができなかった。  

 

 

 

 

Ｃ 



④学校評価アンケートの活用 ・７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。今年度は回収率が１００％を達成し、肯定的な

評価も全項目で多くが９割を超えていた。しかし小中一

貫教育の取組の理解が若干低く、今後の課題として残っ

た。次年度の改善の手立てを立てる。  

 

 

Ｃ 

5 安心・安全と信頼のある学校  

①教職員の服務の厳正  

 

・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 ・情報の共有化のために様々な会議や場を設定し取り組んで

きた。毎水曜日に行った生活指導朝会における生活指導上

の課題の共有、校内支援委員会における特別支援における

対応の共有、またＳＣとの連携など細かな情報を出し合

い、共有することで、組織全体で解決に向けて取り組むこ

とができた。  

 

 

Ｂ 

③教師としての資質の向上  ・専門性を高めるために校内研究において全員が授業をす

るという体制の中で、授業力を向上させてきた。人間力

を高めるためにＯＪＴの中で保護者対応や組織的な仕事

の進め方等指導助言を機会をとらえて行ってきた。また

地域の人との触れ合いやＰＴＡ行事を通した連携も学ば

せてきた。  

 

 

Ｂ 

④安全管理・安全確保の取組  ・毎月の避難訓練や安全指導で児童・教職員の安全に対す

る意識の向上を図ってきた。今年は地域と協力した防災

訓練を初めて実施し、今後の協力体制を確認することが

できた。毎朝、登校の見守りを地域、警察の協力をいた

だき、今年度も大きな事故やケガもなく安全を確保する

ことができた。来年度も継続できるよう努力する。  

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 重点目標への取組と自己評価  

 児童の実態を勘案し、一昨年度より学校教育目標で「かんがえる子」を重点においた。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ことが強みであるとの考えから、工夫あ

る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基礎・基本の確実な習得

させる。 

・朝学習を計画的に実施するために、週案に内容を記載し確

認できるようにした。基礎基本の定着のために、漢字テス

トや計算テストは定期的に行い、記録として残し目標を明

確にした。達成率は目標の８割にまだ届かないので引き続

き取り組む。また学年間の連携をとりながら、情報交換を

することで工夫することも今後の課題である。  

 

 

Ｃ 

②習熟度別指導を通して、

個に応じた指導を工夫す

る 

・算数で少人数指導を行った。より個に寄り添った指導をす

ることで、一人一人の課題がはっきりし、つまずきを乗り

越えることができた児童もいた。東京ベーシックドリルを

に取り組んだが、時間的な制約もあり、有効に活用すると

ころまではいかなかった。算数への興味関心は確実に高ま

った。 

 

 

Ｂ 

③言語能力の向上のための

日常的取組 

・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今年度も積み重ね

てきた。高学年においては、自分の意見及び感想を短時間

のうちにまとめる力が身に付いてきた。  

 

 

Ｂ 

④読書活動の充実と文集

「山の子」の取り組み。 

・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は今年度か

ら全学年で取り組むことができた。まだ始まったばかりな

ので今後、継続する中で徐々に書く力を伸ばしていく計画

である。 

 

 

Ｂ 

⑤問題解決的学習を通して

思考力・判断力・表現力

を身に付ける。 

・総合的な学習の時間を今年度の研究に決めて、内容の充実

や系統性を見直し、より効果的な指導ができるよう全体で

取り組んだ。授業の中で課題を設定し、解決することを意

識しながら授業を組み立てた。教師の指導力の向上が児童

の学力の向上につながっていくよう、今後も研鑽に努める  

 

 

Ｃ 

⑥特別支援教育の充実  ・特別な配慮を要する児童については、全職員が課題を共通

理解し、学習面でより個別の関わり（声かけや支援）をす

るようにした。家庭とも連携し、学習の補充を保護者にお

願いしたこともあった。子供たちは学習に自分なりのペー

スで向かう意欲を持ち続けることができた。  

 

 

Ｃ 

特色ある教育活動の推進 

①地域の環境を生かした体

験活動の充実 

 

・都や地域の協力を得て、今年度もヤマメの増殖活動に全校

で取り組んだ。毎年続けることで、より確かな知識が身に

付き、新たな興味や発見もある。今後は学年によって課題

設定を区別したり、系統をもたせ連続した学習ができるよ

 

 

Ａ 



うにしたりすることを考えている。これはヤマメの取り組

みに限らず、地域の歴史、文化遺産の調べ学習等にも活用

するつもりである。  

②縦割り班活動や委員会活

動の取り組み  

・小規模校の特性を生かした縦割りは、今年度も恩二小の学

校文化をつなげることができたと思う。一年生は清掃活動

や特活の取り組みを通して上級生と協力し、仕事を覚える

機会にすることができた。一年間の成長ぶりは著しい。今

後も子供たちが自主的に学校生活の中で自分の居場所をし

っかりと確認できる活動をしていきたい。  

 

 

Ａ 

③地域との関わりを通し

て、郷土愛を育てる  

・学区外から登校してきている児童が増える中で、恩方への

郷土愛という意識を持たせることは、恩方地域が好きだと

いう感情をいかに育てるかだと理解している。 

 今年度も、調べ学習を通して地域の方との触れ合うこと、

体験活動を通してお世話になることなど、子供たちにとっ

て様々な場面で、意図的、計画的に恩方の人、物、自然と

関わりをもてるようにしてきた。また地域行事やＰＴＡ行

事を通して、恩方を体験できるような取り組みをしてきた。 

 子供たちからは、恩方が大好きという声が聞かれる。  

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 次年度以降の課題と対応策  

課  題 対  応  策 

１ 自ら学び、考え、判断

する力と豊かな表現力を

もつ児童を育成するため

に 

 

①基礎的・基本的な学習内容や学習習慣を定着させ、知識・技能

を習得させるとともに思考力・判断力・表現力等の確かな学力

の向上を図る。 

②少人数の特色を生かし、児童一人一人の個性や能力に応じた個

別指導の充実を図る。 

③学校の教育活動全体を通じて言語活動の充実を図り、豊かな表

現力を身に付けさせる。 

④体験的な学習・問題解決的な学習を通して、児童の自主的・自

発的な学習態度を育む。 

⑤特別支援教育の視点から指導内容や指導方法を工夫し、計画

的・組織的な指導の充実を図る。 

⑥校内研究では、主題を「自分の考えを生き生きと表現できる子」

と設定し、本校独自の体験学習と言語活動を関連付けて、児童

の表現力を高める指導の工夫を探求する。 

 

２ 規範意識をもち、他者

を思いやる豊かな心をも

つ児童を育成するために 

 

①道徳の時間を要として、学校の教育活動全体を通じて自他の生

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ために、個に対する組織的な支

援体制を充実させる。 

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、思いやりの心を育む。 

 

３ 健やかな体と強い意志

をもつ児童を育成するた

めに 

 

①体育の授業を中心に学校の教育活動全体を通じて、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体験学習と連携した食育を推進し、心身の健康と豊かな人間形

成を図る。 

 

４ 地域を愛し、地域の一

員としての自覚をもつ児

童を育成するために 

  

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、保・幼・小連携、他地域の小学校との交流・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、学校公開やホームページ等で積極 

 的に情報を発信し、家庭・地域との連携を強化するとともに、 

 地域の勤労生産活動や奉仕活動への参加を通して豊かな人間性 

 を育む。 

 

 

 


