平成 2８年度

学校経営方針

学校経営計画兼学校評価
前年度の成果と課題

本年度の学校経営の重点

京丹波町立和知小学校
評 価
自己 関係者

本年度の学校経営の重点
【教育課程】
継承 ・ 挑戦 ・変容 ・接続
◇和知小ならではの魅力ある教育の推進
～「和と知につながる確かな学び」の創造～
◇年間指導計画に沿った指導の充実（特に総合的な
学習の時間「きらりタイム」等教科外の指導の充 (1) 学習指導要領の趣旨に則り「京都府教育振興プラン」
実）
や府の｢学校教育の重点｣及び「京丹波町教育振興基本
【学習指導】
計画」を活かした和知小ならではの魅力ある教育課程
◇基礎・基本の定着のための取組（すくすくタイム
を編成し、計画的に実践する。
≪育てたい３つの力≫（京都府教育振興プラン）との関係
他）の充実
(2)
基礎・基本に定着を図り、学習意欲を高めるとともに
「わ」： わたし・あなた、世界に一つの命
◇互いに学び合う学習スタイルの確立（授業研究の
充実）
、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な
…≪展望する力≫
◇発表力の向上（積極性、意欲、場に応じた声の大
思考力・判断力・表現力等を育むことをとおして質の
「ち」： 小さなこと、毎日続けて大きな力
きさなど）
高い学力を育成する。
…≪挑戦する力≫
【生徒指導】
(3) 多様な体験活動や集団活動を通して、豊かな感性と安
「の」： のりこえて、たがいに認め合う仲間
◇規範意識やコミュニケーション能力を高める取
定した情緒の育成を図るとともに、道徳の時間等の指
組推進
…≪つながる力≫
導により規範意識やコミュニケーション能力を高め
◇あいさつ、廊下歩行、トイレのスリッパ揃えの3
「こ」： このまちは、未来をつくる宝島
点は経年の課題
る指導を推進する。
…≪包み込まれているという感覚の実感≫
(4) 基本的生活習慣の確立と体力向上の取組、食に関する
【保健指導】
◇基本的生活習慣の確立（早寝、早起き、朝ご飯）
指導の充実をとおして、たくましく健やかな身体を育
と体力向上の取組
【学校経営方針（中期経営目標）】
む。
◇食に関する指導の継承（実績の継承）
＜京都府教育振興プラン重点目標による＞
(5) 通学路を含む学校内外における危機管理・対策の充実
【安全指導・管理】
(1) 質の高い学力をはぐくむ。
を図ることにより、安心・安全で充実した教育環境の
◇登下校の安全指導（登校指導、下校パトロールの
(2) 規範意識や人を思いやり尊重する心など、豊かな人間性 継続）、防災訓練の充実
整備に努める。
をはぐくむ。
◇安心・安全な教育環境の整備（安全点検の継続） (6) ｢報告｣「連絡」「相談」の徹底によるきめ細かな指導
体制を確立し、教職員の指導力の向上を図るとともに
(3) たくましく健やかな身体をはぐくむ。
【学校組織体制】
、学校情報の積極的な公開をとおして信頼される学校
(4) 一人一人を大切にし、個性や能力を最大限に伸ばす。 ◇「報告」「連絡」「相談」の徹底と組織的な学校
運営の充実による信頼される学校づくり
づくりを目指す。
(5) 社会の変化に対応し、よりよい社会の構築に貢献できる
◇学校情報の積極的な公開（学校・学級だより、ホ (7) 心身の発達や学習の連続性を重視した教育活動が展
力をはぐくむ。
ームページ等）
開できるよう児童・生徒の交流活動や教職員の合同研
(6) 学校の教育力の向上を図る。
【校種間連携】
修等による校種間連携を積極的に推進する。
(7) 安心・安全で充実した教育の環境を整備する。
◇幼児・児童・生徒の交流活動の推進
(8)
地域による学校支援の取組を継承するとともに、学校
◇教職員の合同研修の実施
(8) すべての教育の出発点である家庭教育を支援する。
による地域貢献の場の充実を図ることを通して、子ど
(9) 地域社会の力を活かして子どもを育む環境をつくる。 【保護者・地域連携】
もの健全育成のための環境づくりを推進する。
(10) 生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる。 ◇地域の教育資源を学校教育に積極的に取り入れ
る。
◇学校支援と地域貢献の双方向での連携強化

【学校教育目標】
元気が一番、輝け！ 和知の子
【合言葉】 継続 ・ 挑戦 ・変容 ・接続
Continue・Challenge・Change・Connect
【めざす児童像】 わ ち の こ
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評価項目

重点目標

具体的方策（評価指標）

評価
中 間 年度末 自 己 関係者

(1)教育課程 学習指導要領 ○学力状況を的
の趣旨に則り、 確に把握し、年間
府教育振興プ 計画に基づく特
ランに基づく 色ある取組を国
府ならびに町 語・算数科を重点
の教育重点の として展開する
基本理念を活
かした教育課
程を編成し、計
画的に実践す
る。
－年間指導計
画に沿った指
導の充実と授
業時間数の適
切な進行管理 ○特別活動や総
合的な学習の時
間等教科外の指
導を充実させる
ことにより魅力
ある学校づくり
を推進する。

○学習指導要領・府教育振興プ
ランに基づく学習活動につい
ての研修と実践をすすめ、検証
を行う。

◎「学習指導要領・府教育振興プランに基
づく学習活動について研修と実践がすす
められた」と、教職員の８割以上が実感で Ｂ
きれば「Ｂ」とする。
（指標：教職員自己評価等）
○京都府学力診断テストなど ◎「学級では、わかりやすく工夫した授業
の結果を踏まえ、授業改善を図 をしている」と、教職員や保護者の８割以
り、わかりやすく工夫した授業 上が実感できれば「Ｂ」とする。
Ｂ
を行う。
(指標：教職員・保護者アンケート)

(2)学習指導 基礎・基本の定
着を図り、学習
意欲を高める
とともに、活用
する力を育成
することをと
おして質の高
い学力をめざ
す。
―和知小学び
のメソッドの
確立による学
力向上、「和と
知につながる
確かな学び」の
追究と発展

○一人一人の学
力の状況に応じ
た学習方法の工
夫をする。

○本校の重点研究(社会科)を ◎教職員の８割以上が工夫できたと実感
積極的に推進し、「伝え合い、 できれば「Ｂ」とする。
学び合う力の創造」をめざし学 （指標：教師自己評価）
Ｂ
習スタイルの確立をする。

○基礎・基本の徹
底、知識・技能を
活用する学習活
動の充実を図り、
質の高い学力を
めざす。

○学習意欲を高め、「わかる授
業」を工夫して行い、基礎的・
基本的な内容の定着を図りな
がら質の高い学力につなぐ。

○月ごとの授業時数集計を指 ◎全教科・領域ともに標準時数を超えて実
標として、計画的に学習指導要 施できれば「Ｂ」とする。
Ｂ
領が示す年間授業時数以上を (指標：授業時数集計)
実施する。
○土曜日活用による学校行事
の開催や伝統・文化及び自らの
思いや願いを大切にしたクラ
ブ活動を実施する。
○「ねらい等」を記入した週案
を作成するとともに、児童・保
護者が学習活動の準備等に活
用する。

◎土曜日活用による学校行事やクラブ活
動について、肯定的な意見が8割以上あれ
Ｂ
ば「B」とする。
(指標：児童・保護者アンケート)
◎週学習計画により、授業準備ができてい
る児童が８割以上あれば「Ｂ」とする。
Ｂ
(指標：教師の観察、児童アンケート)

◎通知表で、以下なら「Ｂ」とする。
・低学年は、「○」「◎」が全体の８割以
上
Ｂ
・中学年は、評定平均が「3.2」以上
・高学年は、評定平均が「3.2」以上
（指標：通知表の評価や評定）
○「算数ナビつ～る」など、学 ◎教師の観察により、８割以上の児童に学
習支援教材を活用して学習習 習習慣が定着していると判断できれば、
慣の定着を図る。
「Ｂ」とする。（指標：教師の観察・はな
まるくんめんきょ）
Ｃ
◎家庭学習の習慣が身に付いていると実
感できている保護者が８割以上いれば、
「Ｂ」とする。
（指標：保護者アンケート）
(3)生徒指導 豊かな感性、情 ○生徒指導の３ ○問題解決的学習を進め、児童 ◎「やればできる」と感じている児童が７
緒の育成を図 機能（自己決定・ の興味や関心、自主性、創造性 割以上いれば「Ｂ」とする。
Ｂ
り規範意識や 共感的人間関係 を大切にする。
（指標：児童アンケート）
コミュニケー ・自己存在感）が
ション能力を 生きた教育活動 ○自分の意見や考えをしっか ◎「困ったり丌安なときには、相談したり
Ｂ
高めることに を推進する。
り話したり、友だちの意見をし 話したりする友達がいる」と感じている児

１学期の学力診断テス
トの結果をもとに、各学
年の子どもの実態を捉え
て、指導の工夫と授業改
善を図り、後期に向けて
、学力向上に努めること
ができた。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

自己評価

成果と課題
学校関係者評価
土曜活用については、家
庭及び地域連携により、広
く意識が高まっている。今
後祖父母にも声かけをし
ていき、更に和知全体の行
事となるようにお願いし
たい。

更に対外的に関心を呼
年間の標準時数を超え
て、授業を実施すること ぶ新しい取組が期待され
る。
ができた。

Ｂ

Ｂ

Ａ

魅力ある教育課程とな
るよう、ターゲットイヤ
ーである「森の京都」や
緑の尐年団活動、下川町
との交流等の取組ができ
た。

Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｃ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

地域とつながり、地域
実体験の導入をできる
から学ぶ社会科学習を副 限り実施できればと思う。
主題に、各学年で新しい
地域教材を開発し、子ど
もがより意欲的に学べる
ように工夫した。また、
授業の流れとして「ひみ
つ学習（ひとり学び み
んなで学び つながる学
習）」を確立することが
できた。
今後は、学習支援教材
の効果的な活用方法を考
えていく。

児童アンケートでは、
課題も明確であるとの
高学年ほど主体的な学習 ことから、今後の期待もこ
に関して、否定的な回答 めて「B」とする。
が多くなっている。個々
の児童の見取りと励まし
を積極的に行っていくこ

より、社会性の
育成をめざす。

っかり聞いたりする話し合い
の場を計画的に設定する。

童が８割以上いれば「Ｂ」とする。
（指標：児童アンケート）

○朝の会、終わりの会を大切に
し、日常生活の中で自分の生活
を見つめ、課題を明らかにし、
自らの手で解決していく力を
育てる。
○児童の生活に関わるきまり
を明確に示す。
○重点期間を設け、児童の意識
を高める取組を進める。
(廊下歩
行・スリッパ揃え等)
○学習規律を確立し徹底させ
る。

◎「迷ったとき自分で判断して決めている
」と感じている児童が８割以上いれば「Ｂ
」とする。
Ｂ
（指標：児童アンケート）

◎学校で、廊下歩行・スリッパ揃え・登下
校の列など生活のルールが守れていると
判断している児童が８割以上いれば「Ｂ」 Ｂ
とする。
（指標：児童アンケート、教師の観察）
◎教師の日常的な児童観察により、８割の
児童がルールを守っていると判断できれ
Ｂ
ば「Ｂ」とする。
（指標：教師の観察、記録）
○思いやりのあ ○相手を思いやる心の表れの ◎朝のあいさつが自ら進んで言える児童
る豊かな心を育 第一歩として、朝のあいさつが が８割以上いれば「Ｂ」とする。
Ｂ
てる。
心を込めてできるように指導 （指標：児童アンケート、教師の実感）
していく。
○いじめを許さ ○道徳の時間等の指導や学校 ◎学級が楽しいと感じている児童が８割
ない温かい人間 行事、学級遊び、全校遊びなど 以上いれば「Ｂ」とする。
関係を基本にし 体験的な活動を通して、社会性 （指標：児童アンケート）
Ｂ
た学級・学校づく の伸長に努める。
りを推進する。
(4)保健指導 健康と体力づ
くり、食育の推
進を図り、たく
ましい身体を
はぐくむ。
－朝マラソン
の継続した取
組・食に関する
指導の充実

○始業前の朝マ
ラソンや朝なわ
とびの活動を推
進し、体力作りに
積極的に取り組
ませる。
○「食」の指導計
画に基づき、食育
の系統だった指
導の充実を図る。

○始業前の時間を活用してマ
ラソン（4～11月）なわとび(
12～2月)を実施し、各自が目
標を持って基礎体力を養う。

◎目標をもって体力作りができたと判断
している児童が8割以上いれば「Ｂ」とす
る。
Ｂ
（指標：児童アンケート、教師の観察）

○食に関する年間指導計画に
基づき、栄養教諭及び食育支援
部会等の方々と連携し、指導の
充実を図る。

◎教職員の８割以上が年間指導計画に基
づいてできていると実感できれば「Ｂ」と
する。
（指標：教師自己評価）
Ｂ

Ｂ

○基本的な生活
通学路を含む 習慣の大切さを
学校内外の危 知らせ、日々の生
機管理・安全対 活に生かせるよ
策の充実を図 う指導する。
ることにより、

○児童の実態に合わせて児童
のよさと改善すべき所を整理
しながらよりよい生活を実践
しようとする態度を養う。

◎学年の発達段階に応じて生活習慣の大
切さを理解し、健康な生活が送れている児
童が８割以上ならば「Ｂ」とす。
Ｂ
（指標：保護者アンケート）

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

年間を通して児童は目
教職員が率先して指導
標を持って体力作りに取 を熱心に行っているので
り組めた。児童の実態に 「A」とする。
応じて更に内容の工夫を
していきたい。

Ｂ
Ｂ
Ｂ

(
5)安全管理

Ｂ

Ｂ

とが必要である。
より積極的な生徒指導
を行い、全ての児童が学
校生活に満足できるよう
努力する。
「自分で判断する」こ
とは、アンケートで８割
は超えているが、じっく
り考え余裕を持って判断
できるよう支援をしてい
く必要がある。
廊下歩行の徹底以外は
、学校のルールを守るこ
とには、多くの児童が意
識している。
あいさつでは、元気に
できる児童とそうでない
児童との差がある。指導
者側が積極的に声かけを
行い、改善を目指してい
くことが肝要である。
９割近い児童が、「学
校は楽しい」と答えてい
る。全ての児童が安心し
て学級にいる場をこれか
らも求めていく。

Ａ

食に関する指導を実態
に応じて実施できた。年
間計画に基づき、更に指
導の充実が必要である。
生活習慣の大切さは、
機会ある毎に個別の指導
を徹底できた。日々の生
様々な想定のもと、訓練
活に生かすことは更に支 の実施ができている。
援が必要である。
登校時、高学年が前と後
ろにいて、安全に登校して
いるのを見て、安心してい
る。

安心安全で充
実した教育環
境の整備につ
とめる。
―防災対策・危
機管理訓練の
工夫推進、安全
点検の定期的
な実施等

○学校保健会議
を開催し、関係機
関との連携を図
る。

○学校保健会議を開催し、ＰＴ
Ａや学校三師等とともに児童
の健康や安全について協議す
る。

○防災対策マニ
ュアルに基づき
避難訓練を実施
し、自らの安全を
守ろうとする意
識を高める。

○防災対策マニュアルに基づ ◎決められた安全行動がとれた児童が８
いて避難訓練を実施し、地震･ 割以上なら「Ｂ」とする。
火災･洪水などの災害に対する （指標：避難訓練計画書、教職員の観察） Ｂ
基礎知識や実践力を身に付け
させる。
○消防署など関係機関と連携
し、より実践的な体験活動を取
り入れる。

○日常的、定期的
に登下校指導を
行い、身を守るた
めの交通安全な
どの意識を高め
る。
○安全点検を定
期的に実施する。

○必要に応じて登下校指導を ◎並んで登下校している児童が８割以上
行い、児童の身を守るため、ど なら「Ｂ」とする。
のように気を付けたらよいか （指標：通学班会、教職員の観察・指導）
Ｂ
考えさせる。

○遊具等の遊び方のルールを
守れているかを見るとともに、
毎月１回安全点検を実施する。
また、登校指導と合わせて、保
護者とも連携して、通学路の安
全確認を行う。
(6)学校組織 「報告・連絡・ ○教職員間の報 ○教職員間の報告・連絡・相談
体制の強化 相談」の徹底に 告・連絡・相談を を徹底し、組織の強化を図る。
(信頼される よるきめ細や 徹底し、組織の強
学校づくり かな指導体制 化を図る。
を確立し、教職
員の指導力の
○３つの領域部会、各学年、研
向上を図ると
究推進委員会、各種プロジェク
ともに、学校情
ト会議が主体的、かつ、連携を
報の積極的な
とりながら活動し、PDCAサイ
公開等をとお
クルの確立を図る。
して信頼され
る学校づくり ○総合教育セン ○総合教育センター、府・南丹
をめざす。
ター、府・南船小 船井教育研究会等の研修会に
教研等の研修に 積極的に参加し、学んだことを
積極的に参加す プチ研修会等の機会に教職員
る。
に伝達する。

◎学校保健会議を開催し、児童の健康・安
全について連携を深めることができれば
「Ｂ」とする。
未
（指標：教職員の自己評価）

◎毎月１回、安全点検を実施し、必要な対
策を行うことができれば「Ｂ」とする。
（指標：安全点検表）

Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

◎３つの領域部会、各学年、研究推進委員
会、各種プロジェクト会議が主体的、かつ
、連携をとりながら活動できていると判断
Ｂ
すれば「Ｂ」とする。
（指標：年度末総括）

Ｂ

○経営方針を反 ○学校経営方針を反映した学 ◎保護者アンケートや学校評価委員会で
映した学校・学年 校・学年だより等を発行し、P 経営方針を反映していると判断されたら

防災マニュアルに基づ
き避難訓練を実施できた
。防災の基礎知識を身に
付けるためにも、繰り返
し訓練を実施することが
肝要である。またどんな
状況でも対応できる防災
知識を身に付けさせたい
。
並んで登校できている
のは８割以上である。し
かし地域班によっては課
題を残しているので、児
童同士の話し合いやＰＴ
Ａとの協力を一層行って
いく必要がある。
遊び方のルールは定着
している。安全点検は実
施できていない月があり
、環境整備には課題を残
した。

Ｂ

◎教職員間で報告・連絡・相談を意識して
行い、組織の強化につながったと判断すれ
ば「Ｂ」とする。
Ｂ
（指標：年度末総括）

◎研修会に積極的に参加し、学んだことを
教職員に伝達すれば「Ｂ」とする。
（指標：出席状況、研修報告）

Ａ

学校三師、ＰＴＡの出
席のもと、児童の健康実
態について深い協議がで
きた。職員研修としても
実施できて成果があった
。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

日常的に相談部会や
教職員間の信頼関係を
生指報告などを行い、 一層深めることが大切で
報・連・相ができた。 ある。
それぞれの部、担当
が主体的に行事の企画
・運営を行い日常の取
組を推進できた。
対外的な研修会の機
会も多く参加できた。
Ａ 職員に必要と判断した
ものについては、職員
会議、校内研修の時に
報告し、広めることが
できた。
保護者アンケートで
ほとんどの保護者が経
営方針に肯定的な回答
を示し、充実した学校
経営ができた。

だより等を発行
する。
○学校の教育内
容をホームペー
ジで紹介する。

TA活動の内容も知らせる。

「Ｂ」とする。
（指標：保護者アンケート、学校だより綴
）
○教育内容を紹介するホーム ◎ホームページが、週１回以上更新できれ
ページ(学校・学年等)を公開し ば「Ｂ」とする。
、週１回以上更新する。
（指標：本校ホームページ）

Ａ

(7)校種間連 心身の発達や ○交流体験を中
携
学習の連続性 心とした保育所
を重視した教 （わちエンジェ
育活動が展開 ル）と連携する。
できるよう、児 ○授業交流を含
童・生徒の交流 む小中連携を推
活動や教職員 進する。
の合同研修等
による校種間
連携を積極的 ○その他、多様な
に推進する。 学校間や校種間
の連携を行う。

○保育所（わちエンジェル）と ◎保育所（わちエンジェル）との双方向で
の計画的・継続的な連携の推進 の交流が複数回実施できれば「B」とする
Ｂ
。
。
(指標：開催計画、会議開催要項等)
○町教務主任会議と連携した ◎和知中学学校との授業研究を含む複数
中学校区別の研修会の機会等 回の研修・連携会議等が実施できれば「B
を活用して、授業研究を含む研 」とする。
Ａ
修会・連携会議を計画・実施す (指標：開催計画、会議開催要項等)
る。
○町内他小学校や高等学校、林 ◎担当者の計画のもとに開催し、他校との
業大学校と連携した教育活動 連携が複数回できれば「Ｂ」とする。
を推進する。
（指標：開催計画、会議開催要項等）

Ｂ

(8)保護者・ 地域による学 ○地域人材の支
地域住民と 校支援活動の 援を受けた教育
の連携
取組を継続す 活動を積極的に
るとともに、学 展開する。
校による地域 ○学校評価委員
貢献の場の充 等への学校説明
実を図ること 会・授業公開や教
をとおして、子 職員との懇談会
どもの健全育 を実施する。
成のための環
境づくりを推 ○児童や保護者
進する。
等を対象にした
―学校支援と アンケートを実
地域貢献によ 施し、結果を公開
る双方向での する。
連携強化

○地域人材の支援を受けた教 ◎支援を受けることにより、教育活動がよ
育活動を積極的、計画的に展開 りよい内容になったと実感する教員が８
Ｂ
する。
割以上いれば「Ｂ」とする。
（指標：実践記録）
○「うらら会」の活動をとおし ◎説明会や懇談会が、学校評価委員や教職
て、学校評価委員等への学校説 員にとって有意義であり、教育活動の活性
明会・授業公開や教職員との懇 化につながったと感じられれば「Ｂ」とす
Ｂ
談会を積極的・計画的に実施す る。
る。
（指標：学校関係者評価表）
○児童や保護者等を対象にし
たアンケートを実施し、その結
果を学校だよりやホームペー
ジ等により公開する。

Ａ

Ａ

Ａ
Ａ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ａ

◎各種のアンケートを実施し、その結果を
公開して保護者の関心が深まったと感じ
られれば「Ｂ」とする。
（指標：アンケート集約結果）

Ｂ

Ｂ

初任研・１０年目研
の指導をする中で、各
分掌主任の自覚を高め
る機会となった。
ホームページについ
ては、平日毎日更新し
１日あたり２００カウ
ント以上、年間６万５
千回以上のアクセスを
達成できた。
京都新聞や町ＣＡＴ
Ｖ、町広報誌への効果
的な活用で、学校の取
組が広く紹介できた。
もうすぐ１年生事業
推進計画にもとづき計
画的に連携することが
できた。
夏の特別支援研修や
本校での研究会等双方
の教職員が連携・交流
できる機会が持てた。
森の学びでは須知高
校との交流を通して、
Ａ 専門的な学習ができ
た。
和知ブロック公開授
業研や幼小中高連携公
開授業研など、本校の
取組を紹介する場とな
った。
１年～６年まで、ゲ
ストティーチャーや地
域の支援を受け、充実
した授業や行事を進め
ることができた。
うらら会との活動で
は、コーディネーター
を中心に年に数回交流
会や懇談会をもって、
有意義な意見交流がで
Ａ きた。
・それぞれ行事への取
組を中心に連携し、共
催行事や指導者の派遣
等できた。
・保護者アンケートを
実施し、学校全体の結
果は詳細に、各学年の
結果は簡潔にまとめて
保護者に返すことがで
きた。

和知エンジェルから須
知高校まで、交流学習の充
実ができれば、素晴らしい
と思う。

更にお願いをするのな
らば、地域の様々な資源と
生きた人材の掘り起こし
を進め、連携を一層深める
ことが大事である。（老人
クラブ、女性の会など）

学校教育目 【学校教育目標】 元気が一番、輝け！ 和知の子
標、経営方 【合言葉】 継続 ・ 挑戦 ・変容 ・接続
針からの振
Continue・Challenge・change・Connect
り返り

次 年度 に向
け た改 善の
方向性

○一人一人の見取りを大切にして、授業でも学校内外の諸活動でも、元気い
っぱいの和知っ子の姿が見られた。その姿を来年度も継承・発展させてい

【学校経営方針（中期経営目標）
(1) 質の高い学力をはぐくむ。
(2) 規範意識や人を思いやり尊重する心など、豊かな人間性をはぐくむ。
(3) たくましく健やかな身体をはぐくむ。
(4) 一人一人を大切にし、個性や能力を最大限に伸ばす。
(5) 社会の変化に対応し、よりよい社会の構築に貢献できる 力をはぐくむ。
(6) 学校の教育力の向上を図る。
(7) 安心・安全で充実した教育の環境を整備する。
(8) すべての教育の出発点である家庭教育を支援する。
(9) 地域社会の力を活かして子どもを育む環境をつくる。
(10) 生涯学習社会の実現に向けて学習環境を充実させる。

く。
○和知小の授業方式「ひみつ学習」と「学びを育む京丹波町メソッド」の融
合を目指し、着実な学力向上を目指していく。
○年間を通した「人権教育」を充実させ、豊かな人権感覚の基礎を更に育て
ていく。
○朝の体力作りの活動や、保健体育科の授業を通して、心身ともに健康な体
作りを推進する。
○一人一人の持つ個性を大切にしながら、持っている能力を最大限発揮でき
るよう環境を整備していく。
○安心・安全のため、人的・物的環境を一層構築し、笑顔あふれる学校生活
を過ごせるようにしていく。
○ＰＴＡ・地域との連携を一層密にし、地域社会に生きる一人としての自覚
を育てていく。
○和知の魅力を一層知り、ふるさと意識を育てるための「木育」を充実させ
る。
○小中の連携を一層深いものにし、特に「外国語活動」や「図工（美術）科」
において、専門的な指導を充実していく。
○和知の伝統文化を引き継ぐ意識の高揚を図り、「人形浄瑠璃」「和知太鼓」
の活動を一層充実させる。
○継続、挑戦を合言葉とするならば、基本である「家庭教育」「地域教育」
の更なる充実が必要である。＜評価委員より＞
○家庭内での「家事労働」等の実態把握や、各行事への積極的な参加、コン

評価規準：Ａ＝十分満足できる、Ｂ＝満足できる、Ｃ＝一部改善が必要、Ｄ＝改善が必要 とする。

ピュータの積極的な活用を進めてほしい。＜評価委員より＞
※数値目標ができる評価指標については、9 割以上の肯定的な意見等があれば「A」とする。

