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宇部市立小野小学校

小野小学校長 久保田貴美子
昨年２学期から、私は「校長先生の日記」なるものを始めました。１日の終わりに、その日気づい

た子どもたちのよさや季節の移り変わりなどを、子どもたちにもわかる文章で、すべての漢字にふり
がなをつけて２５０字程度にまとめ、児童玄関のところに貼っています。子どもたちは、毎朝「校長
先生クイズ」にも挑戦していますので、その傍らに貼ってある「校長先生の日記」にも目を通し、時
に話題にしてくれます。
この取組をするようになって、私は、今まで以上に子どもたちの言動に注目するようになりました。

登校時の表情、授業を受けているときの姿勢、昼休みや放課後の過ごし方、あるいは掃除の時のふる
まいの中で、本人も何気なくやっているであろう言動から、その子のよさを見いだし、伝えることに
よって、それぞれの子どもに自己肯定感を高めてほしいと願って実践しています。
読んでくれた子どもたちや先生方にどれほどの効果があったかはわかりませんが、「子どもを教育

し、学校を作っていく立場」の私にとっては、意義ある取組だったのではないかと自負しています。
子どもたちを見るまなざしがいかにあるべきかということを自らに問い直しつつ、子どもたちに育て
るべき心情や態度を改めて考えることができたからです。基本となる教育観が揺るがないようにし、
これからも小野小学校の子どもたちのために尽力していく所存です。

保護者の皆様、地域の皆様、１年間たいへんお世話になりました。平素より、小野小の子どもたち
みんなを「わが子・わが孫」のように思い、温かく見守って頂きありがとうございました。皆様に支
えて頂き、無事１年を締めくくることができそうです。
今後とも、ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

【３月】 【平成２９年度４月】（主な行事）

３日 金
６年生を送る会（自由参観 9:30～） ６日 木 入学式準備（13：00～）
委員会活動 新任式・始業式※ 一斉下校 12:00

６日 月
保護者交通指導

10日 月
入学式（１０：００～）

段ボールコンポストまとめ
11日 火

成長測定・防犯パトロール

９日 木 厚東川中学校卒業式 保護者交通指導 委員会活動

10日 金
防犯パトロール 12日 水 教護会評議員会(19:00~)
SC小川先生来校 18日 火 全国学力学習状況調査

11日 土 職員トイレ前シャッター工事
19日 水

参観日（14:10～）
15日 水 卒業式予行練習 教護会総会・茶話会

17日 金
６年生給食終了 ６年生下校 13:00 20日 木 歯科検診（14:00～）
卒業式準備 在校生下校 14:20 21日 金 市教研理事研（下校 13:00~)

18日 土
第130回卒業証書授与式 26日 水 第１回学校運営協議会

在校生下校 11:10 27日 木 家庭訪問①
21日 火 振り替え週休日 28日 金 家庭訪問②
22日 水 厚東川中学校仮入学 29日 土 昭和の日
23日 木 １～５年生給食終了

修了式・地区児童会
24日 金

一斉下校 11:40
27日 月 教護会監査・新旧総務部会
31日 金 お別れ式 11:30～12:00



　　学校関係者評価
評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動）

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析

学校関係者からの
意見・要望等

評価

学力向上
・学習支援プログラム等を活
用し、学力の向上を図る。

4

　県の平均正答率を超える観点が９７．０％と全体的によくできていた。その
中で、主語と述語の読み取り、条件付きの作文、割合の問題などに課題が
残った。問われ方が少し変わるとできなくなることもあり、今後もいろいろな問
題を活用しながら指導していきたい。

学び合いのあ
る授業による
表現力(説明
力)の向上

・リーダー学習を通して表現
力(説明力)を高める。
・学び合いが深まるよう課題
設定を工夫する。

4

　アンケートで「友達に分かるように説明することができる」と答えた児童は８
７．５％、同じ質問で「できる」と感じた保護者は７５．０％であり、前回に比べ
両方とも伸びている。また、「学び合いが深まるよう課題を工夫できた」と感じ
る教職員も、８３．３％と増加しており、学び合いを意識した課題設定の工夫
が効果的であった。

ＩＣＴの効果的
な活用

・ＩＣＴ機器を効果的に活用
し、学習内容の定着を図る。

4

 依然として ＩＣＴ機器の活用が有効であると「あまり思わない」と感じる保護者
が１２．５％いることは今後の課題であるが、有効であると感じる児童・教職員
は９７．９％であり、ＩＣＴ機器の活用に手応えを感じる。今後も、 ＩＣＴ機器の
有効活用について研究を進めたい。

あいさつの奨
励

・運営委員会による「あいさ
つ週間」を奨励し、「自分から
おおきな声であいさつ」がで
きるよう指導する。

3

　アンケートの結果では、自分からおおきな声であいさつができた児童が
62.5%であるのに対し、保護者は25%、教職員は25%と、1学期末と同様にかな
り意識の差が見られた。児童のあいさつへの意識を高めていくとともに、自分
のあいさつが相手にどのように伝わっているのかを感じることのできる手立て
を考えていく必要がある。

人間関係づく
り

・学校教育活動全体を通し
て、人権教育及び道徳教育
の推進を図り、友達のよいと
ころに目を向けることのできる
子どもを育てる。

3

　アンケートの結果から、友達のよいところを見つけることはできているが、伝
えることが難しいことが見受けられた。「伝える」ことは、教職員や保護者、地
域の方からの声かけが必要になる。今後も学校教育の中や家庭生活の中
で、友達の良いところを伝え合ったり、話し合ったりする場を設定できる取組
を考える必要がある。

児童一人ひと
りの実態把握

・週１回のスマイルアンケート
や学期に１回のなかよしアン
ケートを行うと同時に、あのね
BOXの周知を図り、定期的な
教育相談を実施する。

4

　スマイルアンケートでは、ほとんどの児童が｢学校が楽しい」と答えており、
家庭でも学校での出来事を話している。今後もスマイルアンケートなどを通し
て児童一人ひとりの実態把握に努め、状況に応じて教育相談を行っていく必
要性を改めて感じた。また、家庭で、学校での出来事を話す時間を作るなど
の協力もお願いし、家庭との連携を図っていきたい。

地域貢献への
意欲の向上

・人や自然とのふれあいや、
小野っ子クリーン大作戦など
のボランティア活動を通し
て、自己有用感を育てる。

3

　児童はたくさんの学校行事や地域の行事に参加しており、１学期末に比
べ、｢役に立っている」と満足感を感じている児童が増えてきた。しかし、保護
者との認識にはずれがある。。今後も学校と家庭・地域が連携・協力して、児
童への励ましや感謝の気持ちを伝える場面をつくっていくとともに、教職員は
学校での児童の様子を保護者に伝えていく必要がある。

防災意識の高
揚

・災害時の適切な行動や、校
内外での安全な過ごし方の
学習を通して、防災意識の
高揚を図る。

3

 アンケートで安全な生活ができたと答えた児童は１００％であるが保護者は８
３．３％、教職員では７７．８％と捉え方に違いが見られた。日常生活での指
導や避難訓練等を通して、今後も継続的に指導していく必要がある。また、
安全な遊び方についても意識することができるように工夫して指導する必要
がある。

体力の向上

・一輪車カード、持久走カー
ド、体力アップカード等を
使って、１年間を通して運動
習慣の確立を図る。

4

　外遊びや運動を意欲的に取り組んだと答えた児童は、９１．６％であるが、
保護者、教職員ともに８７．５％、７７．８％と差が出ている。日常的に外遊びを
する児童は決まっており、全校で運動に取り組む日や機会を今後も増やして
いく必要がある。また、様々な運動に取り組ませることで体力の向上を図って
いきたい。

基本的な生活
習慣の定着

・生活習慣の指導や保護者
への啓発を通して、望ましい
メディアとのつき合い方がで
きるようにする。

3

　ゲームやテレビの視聴時間のルールを決めていると答えた児童は８７．５％
であるが、保護者は６６．６％と大きな差がある。メディアウィーク等でルール
を決めているが、それを継続して取り組むことができていないことが考えられ
るので、メディアコントロールの大切さを今後も指導していく必要がある。

学校の組織等

厚東川中学校
区地域協育
ネットへの参画
意識の向上

日常的な業務

備品の適切な
管理と活用

勤務状況

出退勤管理システ
ムによる具体的な
勤務状況の把握と
改善

　　学校評価総括（取組の成果と課題）

　　次年度への改善策

　結果から、学力が向上
していることがよくわか
る。少人数の学校なの
で、協調性や表現力の
向上を意識した教育活
動をますます行うことを
希望する。
　今年度行ったオンライ
ン英会話は、子どもたち
にとっても興味があるも
のであるし、効果が高い
ようであるので、継続す
るとよい。

Ａ

や
さ
し
い
子

（
徳

）

　子どもたちのあいさつ
は、顔見知りの大人には
非常によくあいさつして
いる。「あいさつ週間」の
取組によって、より習慣
化や気持ちのよいあい
さつを誰にでもできるよ
うな指導を望む。
　人間関係づくりにおい
ては、｢自分のよさ｣｢友
だちのよさ｣を学年が上
がったときなどの節目
に、確認するとよいので
はないか。また、家庭や
地域においても、自己
肯定感や自己有用感が
高まるよう、声かけや活
動を活発にしていきた
い。

平成２８年度　宇部市立小野小学校　学校評価書　　　(  評価の部分のみ抜粋　）

・自分の勤務時間を数値化
することで、勤務状況を把握
し、業務改善のための目標を
立てる。

3

　業務改善は喫緊の課題である。長時間労働を改善する取り組みを講じる必
要がある。と同時に、教員の仕事はやりがいのある仕事でもある。子ども達の
学力向上や心の成長のために、教材研究や教材づくりに費やす時間が、
「やりがいのあるもの」と感じることができれば、多忙であるが、「多忙感」は感
じなくなるのではないだろうか。そのために、成果を正しく評価してしていくよ
うにしたい。

　　自己評価(アンダーラインは北部４校共通目標)

進
ん
で
学
ぶ
子

（
知

）

　去る1月26日(木)の学校運営協議会で、委員さんに学校の自己評価をもとに今年度の取組についてご意見、評価をいただき､「学校評価」｣としてまとめました｡
以下に評価に関わる部分を抜粋して紹介いたします。(１２月に実施した学校評価アンケートの結果も含まれています。）※ホームページにも掲載しています。

  厚東川校区として、４校で「表現力・あいさつ・防災意識」の３つの共通した柱を立て、取り組んできた。地域教育ネットの協力を頂き、それぞれに新しい取組を加え、成
果が見られた。特に、地域や保育園との合同の防災訓練は、今後さらに連携を強めた取組になっていくと思われる。また、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を育てる
ために、全職員が学校運営に対する参画意識を持って、各分掌の取組を進めることができた。学力面でもほとんどの児童が十分に力をつけており、楽しく学校生活を
送っている。今後さらに、メディアリテラシーも含めた基本的生活習慣の定着を土台に、学力・体力の向上や自己肯定感・自己有用感の高揚を図っていきたい。
　平成３2年度から新しい学習指導要領が施行される準備として、教育課程の改善や学校行事の見直し、新しい評価のあり方の研修等が課題となる。また、特別支援学
級の児童だけでなく、通常学級に在籍する配慮を要する児童に対する支援も全校体制で進めていかなければならないと考える。地域の核となる学校づくりとして、さら
に地域連携や小中連携を進めるための体制づくりが求められるところである。

 「地域の核となる学校づくり」と「主体的・対話的で深い学びと育ち」を次年度の取組の柱としたい。
　前者については、コミュニティ・スクールとしての取組をさらに進め、地域貢献によって児童の自己肯定感や自己有用感の高揚を図りたい。また、これまで伝統的に続
いている様々な行事も地域と一緒に取り組むことで地域との連帯感を強めたい。さらには、日常的な学校支援をお願いし、児童の学習環境を整えるとともに地域の方の
元気につながることを期待している。
　後者については、複式指導のよさを再確認し、児童が主体的な学びが進められるような指導方法の改善（授業改善）を図りたい。また、教育課程や各種学校行事が、
効率的で児童の成長につながる学習（活動）となるよう見直し（時間の捻出や内容の改善）を図りたい。さらには、全校体制で個に応じた指導・支援を行っていきたい。
これらのことは、教職員が一体感をもって全校体制で取り組むことが必要である。組織的な動きになるような体制づくり、業務改善や人間関係づくりによる働き心地のよ
い職場づくりを目指した取組を考えたい。

Ｂ

た
く
ま
し
い
子

（
体

）

　通学路には、多くの危
険箇所がある。地域が
もっと危険箇所や点検
を行い、少しでも改善で
きるよう働きかけや意識
を高めていく必要があ
る。また、引渡し訓練や
避難訓練においても、
いろいろな場面や想定
を考えて、より安全な方
法、適切・的確な判断で
行うことを望む。また、関
係機関と密接に連携を
とるように。

Ｂ

業
務
改
善

・厚東川中学校区地域協育
ネットとして、小中連携の取
組を積極的に行う。

3

　小中連携を意識した指導ができていると感じる教員は８割を超えている。厚
東川中学校との小中連携は、今年度始まったばかりである。今までの小野
小･小野中のように密接にと言うわけにはいかないが、９年間の育ちと学びに
於いてとても重要である。小学校、中学校ともに意義あるものにしていきたい
し、なにより子ども達にとって有効であるように、これからも方法や内容を模索
していきたい。

　今年度から始まった厚
東川中校区地域協育
ネット推進会議への、小
野小からの参加者はと
ても多く、小野の教育の
関心度の高さが。他校
にも伝わった。
　先生方の残業時間の
多さに驚いたが、これも
すべて子どもたちのため
ということで、非常に感
謝している。地域として、
ふれあい学習やボラン
ティア活動などお手伝
いできるところがあれば
進んで協力していきた
い。

Ａ

・担当する教科、分掌の備品
について、保管場所の確認
や現状把握を行い、校内環
境整備や指導に活用できる
ようにする。

4

前回のアンケート結果より、備品の管理・活用による校内環境整備、指導の
改善が「できた」と答える教職員の割合は増えている。点検等を行い、現有備
品の把握ができたからだと思われる。今後も定期的な点検や要望集約等を
行い、不要備品の廃棄や必要性のある備品の充実を図り、活用できるように
していきたい。


