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熊野市立五郷小学校

2019.3.13

学校教育目標
「豊かな心と確かな学力を備え、しなやかに生きようとする子の育成」
めざす子ども像 （１）自分も人も大切にする子
「心豊かな子」
（２）進んで学習し、考えて行動する子
めざす子ども像 （３）地域に誇りと愛着を持つ子
「五郷の子」
評価者
五郷小中学校
学校運営協議会委員

具体的行動計画

到達度のわかる目標

(1)防災体制の確立と
防災教育･安全教育
の推進
①自分の身は自分で
守ることができる児童
の育成。
②地域防災組織、及
び小中の連携を深め
た安全・防災学習の推
進。
③教職員の意識高揚
と安全点検や危機管
理ﾏﾆｭｱﾙの充実。

・地域、保小中合同の
救急救命法講習会、
防災学習会の開催。
（各1回）
・避難訓練（地震3回、
津波1回、火災1回）
・交通安全教室、防犯
教室、薬物乱用防止
教室の開催。（各1回）
・防災学習の研修と実
施。校内安全点検。
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。

(1)道徳性や人権意識
の育成と仲間づくり
①豊かな人間性を育
む道徳授業を推進す
る。
②人とつながる力やｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力の育成。
③いじめや暴力のない
「明日も来たいと思う」
安心で楽しい学校づく
り。

・道徳の教科書や人権
学習教材による授業を
実施(各学級週１時間)
・子どもたちの活動に
「出番・役割・承認」を
意識した場を設ける。
・授業の中に、友だち
の良さに気づいたり、
仲間と協力して活動し
たりする場の設定。
・全校活動における全
児童の「ふり返り」時間
の設定。(毎回)
・他校との交流会の設
定。
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。

(1)学力向上の推進と
「活用する力」の育成
①授業研究を核とした
子ども自らが考える授
業づくりと効果的な複
式授業スタイルの構
築。（めあて振り返り、
複式授業の研究、自
主学習能力の育成）
②外部講師（指導主事
等）を招聘した校内研
修の充実。
③小中９年間の繋がり
のある学びの構築。
④学調（６年）みえｽﾀ
ﾃﾞｨﾁｪｯｸ（５年）で全
国・県平均以上を目指
す。

学校名

「学ぶ子」

関係者評価 参加者名
13名
①【会長】舛屋洋子、②【副会長】増田幸美、③德田靖児、④久保八代美、⑤倉本禎志、
⑥古田祐三子、⑦吉田和男、⑧浦狩 誠、⑨前川ルミ
五郷小校長・教頭 五郷中校長・教頭

目標の
達成
状況

【○成果と▲課題

学校自己評価
◆は本年度のまとめと来年度に向けて】

○地域・保小中合同の救急救命法講習会と地震体験車を含む防災学習を実施。
▲平日開催でもあり地域住民の参加は多くない。
○避難訓練（地震3回、津波1回、火災1回）、消防教室（1回）防犯・交通安全教室（1回）、
薬物乱用防止教室（5,6年中学校に参加）を実施。
○9月に校内で「防災用品」の展示と学校だよりで家庭での防災への啓発活動。
○児童ｱﾝｹｰﾄで「自分は火事や地震が起きた時どうすればよいか知っている」の項で
100％の肯定的評価（4段階評価Ａ75％、B25%）。
〇保護者ｱﾝｹｰﾄで「学校は子どもの安全確保のための対策に努めている」の項で100％の
肯定的評価（4段階評価Ａ40％、B60%）
▲教職員ｱﾝｹｰﾄで「緊急・非常時の対応の共有」の項で、Ｂ評価が多い。Ａがつくほどの
自信はないという傾向がある。
Ａ

Ｂ

◆安全教育については、年間計画にそって、避難訓練やその他の体験的を伴う防災学習
を進めることができ、児童ｱﾝｹｰﾄの結果も良い。
◆来年度も「自らの身を自分で守る力の育成」をねらいとして、工夫した防災学習を展開を
する。特に、他人事ではなく自分の身・家族・学校・町に大地震をはじめとする災害が今日
にでも起こることを意識し、家庭や地域と連携して事前にできる事はすべてやっておく必要
がある。
◆県教委発行の「防災ノート」をもっと活用しながら、学校全体で計画的な防災学習を進め
る必要がある。
◆未然防止の観点から、危機に対する教職員の意識・情報共有をさらに密にする必要が
ある。例えば、職員個々が日頃気づいた児童の危険な行動や危険箇所等について、すぐ
に職員室で発信し共有するなど。また具体的な危機を想定した組織的な訓練で個々の職
員のスキルアップと組織力の強化に取り組む。
○児童ｱﾝｹｰﾄで「学校では自他を大切にすることを学習している」「自分は友達に親切に
したり仲良くしている」の2項で8割以上の児童が肯定的評価（4段階評価AまたはB）。▲た
だし、1名の児童が「C:あまりあてはまらない」と回答。
○保護者ｱﾝｹｰﾄで「学校の人権教育」と「いじめを許さない仲間づくり」の2項で8割以上の
肯定的評価（AまたはB）。▲ただしＢ評価も多い。
▲教職員ｱﾝｹｰﾄで「人権学習の推進」については全員がＢ評価で、Ａ評価はなし。また、
日常場面での児童の人権意識や教師の指導についてはＢ（5人、Ｃ3人）という状況。
▲教職員ｱﾝｹｰﾄの中に「子どもたちが人権について自分事として捉えられるようになって
ほしい」「日常生活の言動に対し、人権の視点で指導することが必要」「子ども同士で心か
ら承認できる環境づくりをしたい」「出番・役割・承認のサイクルが弱くなっている」という記
述意見がある。
○他校との交流については、今年度その機会を意識的に多く持った。大人数での活動は
人間関係のつくり方、集団での責任感等、子どもたちに取って大変よい効果をもたらした。
◆学級や学校が極少人数であるため、人間関係づくりや人権感覚の醸成にとっては不利
な環境であると考えられる。また、教職員側も、子どもたちの日常の発言や行動の中に人
権や仲間づくりの観点から問題を感じても、少人数であるがゆえに大きな問題に至らない
ため、深く切り込むことなく見過ごしてしまうことも多いのではないかという課題もある。
◆来年度は、児童の人権感覚高めるという共通理解のもと、日常生活のあらゆる場面を通
して、また、人権学習の年間ｶﾘｷｭﾗﾑを通して、人権や仲間づくりの課題を重点課題として
取り組む。また、行事やその他の学習活動においても、人権や仲間づくりの視点から児童
につけたい力を明確にし取り組む。
◆他校との交流については、児童の成長にとって大変効果的な活動であるため、次年度
も推進する。

・一人年間１回以上の
授業研究(のべ３回)
・外部講師を招聘した
校内研修会(６回以上)
・小中合同研修会の開
催。（合同研究授業、
一貫ｶﾘｷｭﾗﾑ等の作
成）
・全国学力･学習状況
調査やみえスタディ
チェックにおいて、全
国平均や県平均以
上。
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄ結果。
A

○授業研究を核とした計画的な研修が実施できた。【教員一人1回の研究授業（指導主事
招聘）の実施。夏休中、外部講師による複式授業ｽﾀｲﾙの研修会の実施。その他校外にお
ける授業研究会や研修に多数参加。】
〇教職員ｱﾝｹｰﾄより、「基礎・基本の定着に向けての児童個々に応じた指導」「複式授業
の工夫・改善」の2項で8割以上の肯定的評価。
〇児童ｱﾝｹｰﾄより、「先生は分かり易く勉強を教えてくれる」の項で8割以上の肯定的評
価。
▲児童ｱﾝｹｰﾄより、「一つの教室で他学年と同じでも集中できる」の項で、約3割（4人）が
「あまりあてはまらない」と回答。
▲児童ｱﾝｹｰﾄより、「授業中しっかりと話を聞き、積極的に考えようとしている」の項で、
25％（3名）が「あまりあてはまらない」と回答。
○保護者ｱﾝｹｰﾄより、「子どもは授業が分かり易く楽しいと言っている」「授業（複式）に工
夫が見られ、他学年と同じでも集中している」の2項で8割以上の肯定的評価。
○小中連携の中で、5，6年生が、英語と体育で毎時間、五郷中で専門の教科の先生の指
導を受けている。体育については中学生と一緒に運動をしている。ともに専門的な指導を
受けたり人数が増えるなどで児童の意欲も増している。
○小中教職員による合同の授業研究や小中9年間のｶﾘｷｭﾗﾑづくり、合同県外視察を行っ
ている。
○全国学調では国数ともＢ問題で全校を上回る。Ａ問題はやや下回ったが熊野市平均は
上回る。みえｽﾀﾃﾞｨﾁｪｯｸでは三重平均を大きく上回る。
○全国体力運動能力調査では、全国の平均を上回る項目が多い。
◆個々の児童への学力保障が使命であることを意識して本校の教職員は日々取り組んで
おり、研究主任を中心に校内・校外研修も計画的に進められている。極少人数の複式授
業が本校の特徴でもある。複式授業における五郷スタイルの構築に取り組んでいるが、ま
だ完成したものではない。来年度も複式における児童の自学や学習リーダーの育成を含
めた効果的な五郷スタイル授業の研究を積み上げる。また、授業研究においては新学習
指導要領のポイントを意識しながらテーマを絞って行う。
◆どの学級でも日々落ち着いて授業を受ける姿がみられる。個々の児童の学力について
は、個人の特性もあるが、学力テスト等の結果から一定の力はついていると思われる。さら
に学力テストの結果の分析から児童の強み弱みを明確にし、学力の向上に努める。

学校関係者評価
◇3月12日に発生した地
震時の対応や児童生徒
の様子についての質問
に、普段の訓練や地震
時の様子について具体
的に説明。訓練の成果
が出ておりきちんと対応
できているとの評価をい
ただく。
◇防災訓練や学習への
地域住民の参加につい
ては、休日に行うと参加
率も上がるだろう。た
だ、県講師や地震体験
車の派遣については土
曜授業日等に集中する
ため難しい面もある。学
校・地域・家庭の連携が
大切である。運営協議
会とも連携しながら、土
曜授業での開催の方向
を探るなど工夫する。
◇学校自己評価結果に
沿った評価をいただく。
○少人数の限られた児
童の中で、他校との交
流や地域との交流、ま
た普段からのｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ能力の育成等、工夫し
た取組を行う。
○児童・保護者にとって
は、いじめのない毎日が
楽しい学校が一番大切
である。少人数の強みを
活かし、子どもの様子を
学校、家庭、地域で見
守り、問題については早
期発見・早期対応をす
る。
○人権教育について
は、学校と家庭が連携
し、日常生活の色々な
場面で取り組んで行くこ
とが大切である。
○一つの課題として来
年度重点項目として取り
組む。
○昔はクラスの人数が
多く先生の目も行き届き
にくかったが、今は児童
数が減り日々の授業で
先生が一人ひとりの児
童を丁寧に見てくれてい
る。
○その反面、少人数で
あるため競争意識に欠
けると考えられる。競争
意識も大切である。
○少人数の良い面と悪
い面があると思うので、
強みと弱みを十分理解
して実践にあたることが
大切である。
○授業研究をはじめと
する教職員の研修体制
や児童の学力、小中の
連携については、概ね
理解と評価をいただい
た。

学校関係者評価

(2)特別支援教育の充
実
①個々に寄り添った学
習や生活支援の研究
と支援会議の充実

・校内支援会議の充
実。
・ＳＣ（ｽｸｰｶｳﾝｾﾗｰ）や
外部機関との連携。
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。
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○一人ひとりを大切に
し、個々の児童の良い
所を伸ばしてやって欲し
い。
○この項についても、少
人数の強みを活かし、
一人ひとりの児童生徒
の事を良く見て、丁寧に
指導してもらっている。と
いう評価をいただいた。

◆全校児童12名という少人数の強みを活かし、全職員で個々の児童を見ていこうという教
職員の意識がある。また、児童への支援については全体で課題把握→支援計画→実践
→評価→改善のＰＤＣＡのサイクルができつつあり、その成果（児童の成長）も見えている。
◆児童の生活や学習支援に関わる月１回の定期的な校内委員会を開催したかったが、定
期的な開催ができなかったので、来年度は開催したい。
◆特別支援学級以外でも支援が必要であると思われる児童については、個別の支援・指
導計画を作成していきたい。
(3)家庭学習と読書の
習慣化
①家庭と協働して学習
習慣の定着を図る。
②考える力を伸ばすた
め読書活動や図書館
教育を充実させる。

・児童・保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。
・家庭学習や読書活動
の取り組みの実態。

▲児童ｱﾝｹｰﾄで「家で進んで宿題をやっている」の項で25％（3人）が肯定的でない評価
（4段階評価のC/D）。
〇保護者ｱﾝｹｰﾄで「学校は宿題を適切に与え、家庭学習の充実に工夫をしている」の項
で9割が肯定的評価。
○読書については市立図書館のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる「読み聞かせ」を学期に1回企画し実施し
た。（年3回）また、朝の読書タイムを各学年で10分間設けている。
▲低学年は図書館で本を借り読書も進んで行う様子が見られるが、高学年になるほど読
書離れの様子が見られる。

Ｂ

(1)地域に愛着を持つ
子どもの育成（児童）
①地域の人との出会
いや人々の思いや願
いを知る機会の設定。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

○児童ｱﾝｹｰﾄで「先生は自分の事を良く分かってくれている」の項で100％の肯定的評
価。
〇保護者ｱﾝｹｰﾄで「学校は子どもをよく理解しようとしている」「学校は一人ひとりの良さを
認めている」の2項で100％の肯定的評価。
○特別支援学級における個別の支援・指導計画を定期的に見直し、日々の支援について
も全職員で共有しながら評価→改善を行っている。
〇ＳＣ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）や外部機関（社会福祉士・特別支援教育士）と連携し定期的に児
童の授業や生活の様子を参観してもらい、担任及び全職員でその見立てや助言について
共有し、その後の指導に役立てている。各１回の全体研修会も開催した。

・地域を知り、地域で
学ぶ機会の設定（各学
級学期1回以上）。
・「生活科・総合的な学
習の時間指導計画」に
沿った地域学習（五郷
学習）の実施(学期に１
回以上)。
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。

(2)地域との繋がりを大
切にした教育活動（教
職員）
①運営協議会の充実
と地域と学校が一体に
なった学習。
②小中一貫教育を目
指した小中と運営協議
会の連携。

・小中連携型運営協議
会の開催（年3回）
・小中一貫教育を目指
した取組。
・英語の出前授業や体
育（ダンス）の合同授
業を実施（英語は年10
回、体育は年５回以
上）
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。

(3)情報発信（保護者・
地域へ）
①学校・保健・学級だ
よりやＨＰ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）
等を通して、学校や子
どもたちの様子を発
信。
②報道機関（新聞、ﾃﾚ
ﾋﾞ）の積極的な活用。
③学校自己評価、関
係者評価の充実。

・ たよりやＨＰを利用し
た積極的な情報発信
（学校だより：月1回、
HP更新：月1回）
・授業参観や地域連携
行事の開催。
・新聞、ZTV等を活用
した情報発信(年間10
回)
・児童、保護者、教職
員ｱﾝｹｰﾄの結果。

○生涯にわたって読書
することは大切である。
小中学校でその習慣を
つけたい。
○自分で読書したり、勉
強する力をつけることが
大切である。そのために
は、読書や勉強の面白
さを感じさせることが大
◆宿題を出したり宿題の点検などは、複式学級であるため、担任にとっては負担もあるが、 切である。
その分少人数であるためきめ細やかな対応はできる。
○課題に対して、家庭と
◆児童ｱﾝｹｰﾄにあるように積極的に家庭学習を進めようとする意識は低い傾向がある。ま も協力しながら工夫した
た、保護者についてもずっとついて見守ることには難しさもあるようである。しかし、学校で 取組を進めたい。
の学習と家庭での学習は学力向上の両輪を成すものである。特に中学校、高校へと進学
すればするほど、家庭学習の重要性は増す。また、家庭学習の少なさは全国的にみても
三重県全体の課題でもある。
◆将来的なことも見据え、読書も含めた家庭学習の習慣づけは、小学校段階から計画的
に進める必要があるし、その内容についても学年が上がるにつれて与えられた課題をこな
すに留まらず、自主的な学習（自学）に転換していく必要がある。このような視点を家庭とも
共有しながら進めていきたい。
○米作り体験、茶摘み体験、環境学習、昔遊び、運動会、文化祭、収穫祭等、地域や保
護者の方にお世話になりながら、様々な体験学習を実施した。
〇保護者・教職員ｱﾝｹｰﾄで「地域学習」や「地域との交流」の項で100％近い肯定的評価。
▲児童ｱﾝｹｰﾄでは「地域に出かけたり、地域の事を学習している」の項で肯定的でない回
答が33％（4名）。
○ただし、児童ｱﾝｹｰﾄの「地域学習はためになり面白い」の項では80％をこえる肯定的評
価。

Ａ

○「地域に出かけたり、
地域の事を学習してい
る。」の項の児童の評価
が低いのは気になる。
地域学習については地
域としてこれからも協力
したい。反省にもあるよ
うにマンネリ化や子ども
◆地域に愛着と誇りを持つ子を地域との連携の中で育てることが本校の大きな目標の一 たちの意欲が低下しな
つであり、たくさんの地域性を活かした活動を実践している。また、これらの取組は五郷小 いように取り組んで行か
中学校（連携）の大きな特色でもあり、今後も推進していく。
なければならない。
◆ただ、子どもたちの評価が思ったより低いのが気になる点である。マンネリ化したり、大人 ○今後も学校と地域が
主導で子どもが置き去りになったり、過度な負担になったりしないように十分気をつける必 連携し、地域が一体と
要がある。
なって五郷の子を育て
◆今後の活動の視点として、与えられた学習だけではなく、地域学習で得た知識や技能を たい。
子どもたち自身が「活用」していく学習が大切になってくると考える。
○学校運営協議会を年4回、その他保護者説明会を年3回開催。特に小中一貫教育推進
に関わって丁寧に説明会を開催した。
○小中一貫教育を見据えて、小中合同の研修会や授業研究会を年間を通じて7回開催し
た。また、小中合同の小中一貫校の先進校視察を1回実施。
○5，6年生の英語と体育については、毎週中学校で、中学校教員による授業を受けた。
○小中の研修（研究）の成果として、小中一貫校としての「目指す生徒像」「9年間のかりｶﾘ
ｷｭﾗﾑ」「各分野での年間指導計画」等の作成等を行った。

Ａ

○コミュニティスクール
については、1年目でも
あり地域にまだ浸透して
ないが、今年定期的に
発行した「たより」等を通
して、樹所に地域にも浸
透していくだろう。
○小中一貫も含めて、こ
◆地域の特性を活かした五郷学習を中心に年件を通して小中連携が図れている。また小 れまで培ってきた小中
中学校を核とした地域づくりにも貢献し、お互いが良い関係である。
の連携は、地域連携と
◆小中及び地域一体型の農業体験、地域学習、運動会、文化祭、収穫祭等の五郷学習 も併せて、これからも深
や行事は、地域の方や保護者は極めて好意的に学校に協力してくれ、五郷小中の特色あ めていく。
る取組である。今後も地域の力を借りながら進めたい。
○学校だより(年間16号）、保健だより（年間20号）、学級だより（多数）の発行。
○ＨＰ（学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）は月１回の更新。
○新聞、ＺＴＶ等の活用（新聞は各行事多数、ＴＶは収穫祭）
○授業参観（各学期に１回と収穫祭打合せ時に1回、計3回）

Ａ

○運動会、文化祭、収
穫祭等、たくさんの参加
があり、子どもたちの様
子は良く見ることができ
る。普段の授業等も見
◆情報発信は各学級・学校全体で意識し、計画的に進めた。来年度も意識して情報発信 れると良い。
は充実させる。
○地域との連携を密に
◆運動会、収穫祭などの大きな行事では、非常にたくさんの地域の方が来校し、学校と一 するため、情報発信に
体になった活動をしている。
ついてはこれからも工夫
◆行事以外の普段の授業や学校の様子を運営協議会の委員をはじめ、地域の方にもっと してできる限り充実させ
気軽に見ていただけるような方法を探りたい。
ていくべきである。
◆学校評価の充実については、年度末だけでなく、学期ごとのスモールステップの評価改
善活動に力を入れたい。

※目標の達成状況の欄のＡ／Ｂ／Ｃについて
A－ほぼ達成した（アンケートや実績の結果が８０％以上あり、目標がほぼ達成できた。）
B－ある程度達成（アンケートや実績の結果が５０％～８０％であり、課題もあるがある程度は達成できた。）
C－未達成・課題あり（アンケートや実績の結果が５０％未満であり、次年度への大きな課題となっている。）

