平成 2７年度《相模原市国際教育特区》ＬＣＡ国際小学校学校評価結果表
平成 27 年 12 月 相模原市作成

１ 法令事項に関すること
表

題

評

価

結

果

1 学級編制に関すること
＊１学級の児童数
法令事項は遵守されていた。

＊学年の編制

2 教科用図書の無償給与に関すること
＊教科用図書の無償給与

法令事項は遵守されていた。

3 学校保健及び学校安全に関すること
＊定期健康診断の実施
＊疾病の予防措置や管理指導
＊環境衛生検査
法令事項は遵守されていた。

＊学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置
＊学校保健計画
＊学校安全計画
＊危険等発生時対処要領

4 教育課程及び教材に関すること
＊学期及び休業日
法令事項は遵守されていた。

＊教育課程の編成
＊教科用図書の使用状況

5 校務分掌に関すること
＊校務分掌の仕組み

法令事項は遵守されていた。

6 教職員に関すること
＊校長、教諭、養護教諭（看護師）及び事務職員の配置
＊免許状
法令事項は遵守されていた。

＊校長の資格
＊教諭の配置状況
＊司書教諭の配置状況
＊学校司書の配置状況

7 学校設置会社の業務及び財産の状況の公開に関すること
＊業務及び財産の状況の閲覧にかかる準備

法令事項は遵守されていた。

8 いじめ防止に関すること
＊いじめ防止基本方針の策定、公表

法令事項は遵守されていた。

＊いじめ防止対策の組織の設置
＊重大事態発生時の調査及び市長報告体制の整備
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２ 教育内容に関すること
表

題

9 教育課程に関すること
＊教職員間の共通理解
＊学力・体力の状況把握と指導
＊体験活動、学校行事等の指導・管理
＊年間指導計画

10 学習指導に関すること
＊発達段階に即した指導
＊自主的・自発的な学習
＊学級経営
＊英語版教材

評

価

結

果

新校舎が完成し全学年が同じ校舎になったことや校長代
理が配置されたことで、学校の教育方針や各教科の指導方法
等の共有が、職員間で一層図られてきている。
児童の学力及び体力の把握については、定期的なテストに
より児童の状況把握に努め、その結果をカリキュラムに反映
させている。特に、学習の進度により、クラスを小グループ
に分けて指導したり、個別指導を行ったりと、一人ひとりを
大切にした指導が行われている。全国学力・学習状況調査に
ついても、結果の分析がなされ、保護者への説明も行われた。
分析結果は職員間でも共有し、カリキュラムの改善に活かし
ている。
体験活動と学校行事については、近隣の公共施設や長野県
の施設等を活用し、充実した野外活動が実施されている。ま
た、海外短期留学を実施する他、留学生の受け入れも行って
いる。学校行事についても、成果を発表する機会が数多く設
定されている（パフォーマンス day など）。これらのことが、
児童の英語学習の成果の確認、英語学習へのさらなる意欲の
向上に役立っている。今後も、体験活動や学校行事のプログ
ラムのさらなる充実が望まれる。
総合的な学習の時間の指導においては、児童自らが課題発
見・解決ができるような協同的・探究的な学習の取組が一層
推進されるよう、単元計画の不断の見直しが必要である。

学習指導については、少人数学級の特性を生かし、担任教
師を窓口としたチームによる指導体制が構築され、個々の児
童の課題解決に向けて職員間の指導連携がなされている。ま
た、課題解決学習の充実に向けて、授業の導入時の工夫が図
られたり、ディスカッションの授業等が設定されたりし、児
童の興味・関心を引き出すような学習活動が展開されてい
る。英語の文法指導については、独自の教材が開発され、指
導のさらなる充実が図られている。
学級経営については、担任だけでなく、専科の教師、養護
教諭、教務主任、管理職がチームとなって児童の様子を把握
し、問題解決に当たっている。新校舎完成により全学年が同
じ校舎となり、教員間のコミュニケーションがより円滑にな
ったことやシニアティーチャー(退職した公立学校教職員)
の協力により、さらに指導が充実してきている。
教科書については、検定済の教科書が使用され、市販のも
のや海外から輸入した教材も補助教材として活用し、新学習
指導要領に則した学習を進めている。また、学校図書につい
ては、司書教諭、学校司書及び保護者ボランティアの協力の
もとで管理・運営がなされ、蔵書も充実している。
今後は、新任教員へのフォローアップ体制のさらなる充実
を図り、学習指導要領の趣旨が全職員に周知されるよう不断
の研修を実施するとともに、ICT 教材や調べ学習用図書資料
の充実を図ることが望まれる。
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11 児童指導に関すること
＊指導体制
＊保護者等との連携協力
＊適切な指導
＊基本的な生活習慣
＊豊かな人間関係
＊規範意識
＊いじめ防止・早期発見への対応
＊いじめ防止への啓発活動
＊いじめ発生時の体制整備

12 教職員研修・支援に関すること
＊研究・研修等の実施
＊研究・研修活動の支援
＊普通免許状の取得

児童指導に関しては、少人数指導の特性を生かし、担任が
保護者への窓口となり全職員がチームとなって、情報共有を
図りながら児童指導にあたっている。家庭との連携を図るた
めに、保護者に対して直接の話し合いを基本とし、迅速な対
応がなされている。学校警察連絡協議会にも加盟し、関係機
関との情報連携も図っている。
また、児童指導に係る研修内容について全員で共有し、新
任教員等に対して４名のシニアティーチャーが研修を行う
など、学校の教育方針に則った児童指導を徹底できるよう取
組が図られている。
いじめへの取組については、学校いじめ防止基本方針の基
本的な考え方に沿い、組織的にきめ細やかな対応がなされる
よう支援体制を構築し、いじめの未然防止や早期発見・早期
対応がなされている。
保護者との連携については、E メールや電話等による綿密
な連携が図られている。また、保護者会や授業参観及び学校
からの便り等を通じて学校の様子を知らせることで、保護者
との情報共有に努めている。さらに、必要に応じて保護者と
直接相談を行うことで、児童の基本的な生活習慣の定着に向
けて継続的な指導が図られている。
児童の規範意識の育成については、道徳や特別活動の指導
や朝会での校長講話で、セルフエスティーム（自分を大切に
する気持ち）の育成を重視した指導が展開されている。

教職員研修に関することについては、校内研修体制の整
備、校外研修への参加支援など、教職員に求められる資質能
力の向上のために適切な取組が実施されている。特に、シニ
アティーチャーを研修の講師として招き、より実践的な研修
を実施していることが評価できる。
引き続き、外国人教員に対する普通免許状の取得に向けた
取組みの充実を図るとともに、先輩教員が新任教員に指導方
法等について伝承できる校内体制を確立するなど、教員の資
質能力の向上に資する取組を拡充することが望まれる。
また、学習指導要領に準拠した授業力向上のための研修を
実施することが一層望まれる。

13 学校保健に関すること
＊児童の健康状態の把握
＊学校管理下での災害への対応環境
＊怪我、病気の発生時の対応策
＊伝染病予防対策
＊環境衛生

学校保健に関することについては、学校医による定期健康
診断の実施、全職員による全児童の健康状態の把握、スポー
ツ振興センター災害共済給付制度への加入による学校管理
下での災害対応などが適切に実施されている。
また、災害の発生を未然に防ぐため、休憩時間に校庭で遊
ぶ児童に職員を配置していることや、校内でのうがいの徹底
等が評価できる。なお、現在実施されている児童の怪我や病
気等の緊急時に対する全職員への安全講習会等の実施を継
続するとともに、食物アレルギーについて、アレルギー対策
委員会を有効に機能させ、学校全体で情報を共有し、対応し
ていくことが望ましい。
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14 学校安全に関すること
＊通学方法・通学経路
＊登下校時の安全対策
＊緊急時の登下校の安全対策
＊遠距離通学者への安全対策
＊安全指導
＊学校施設・設備の安全点検
＊緊急時の安全確保・職員の訓練

全児童の通学方法・通学経路については、書面により適切
に把握が行われている。また、登下校時の安全対策について
は、通学区域が広域ではあるが、近距離から徒歩通学してい
る児童２名を除き、スクールバスまたは自家用車による送迎
がなされており、保護者による送迎のない児童に対しての携
帯電話所持の義務付け、連絡を迅速に行うための全保護者の
メールアドレス登録など、適切に対策がとられている。
また、本年度から横浜方面へのスクールバスを１系統増発
し、今後はスクールバスの現在位置をＧＰＳで確認できるシ
ステムの導入を予定するなど、遠距離通学者の安全確保に向
けた取組の充実を図っている。
さらに、災害発生時の備えとして、児童用の非常持ち出し
袋を常備するとともに、飲料水、非常用電源等を保管し、災
害等発生時に児童を保護する体制を整備しているが、備蓄品
の保管については、数量・使用期限・使用時の注意などを掲
示したうえで平時は鍵のかかる部屋で保管し、定期的に保管
状況の点検を行うことが望ましい。
防災教育については、火災避難訓練をはじめ地震避難訓
練、さらには不審者対策避難訓練を定期的に実施し、児童の
災害等への対応意識を高める取組が適切に実施されている。
加えて、保護者による災害時の児童引き取りの方途を定める
など、保護者との連携も図られている。
また、児童の安全確保のために、監視カメラや非常連絡フ
ォンを設置したり、正面玄関に案内係を配置したりするな
ど、適切な対策が講じられている。
学校の施設・設備の安全点検については、各教室の担当職
員により適切に行なわれているが、空調設備の結露による水
漏れについては、全ての空調設備の調査を行い、修繕するこ
とが望ましい。また、家庭科室の電気コードについては、早
急にモール等のカバーを行い、児童等の躓き防止対策をとる
ことが望ましい。

15 自己評価の実施状況に関すること
＊評価項目
＊実施状況
＊評価結果の活用
＊児童・保護者等の意見聴取
＊結果の公開

自己評価の実施に関しては、評価項目の設定やホームペー
ジ上での公表等、適切な取組が進められている。英語イマー
ジョン教育を更に一歩前進させたハイパーイマージョン教
育を新たな目標にして取り組んでいることから、教育活動の
ＰＤＣＡをより効果的に推進させていくために、評価項目や
内容等について不断の見直しを図っていくことが期待され
る。
また、教職員の連携が図られ、児童及び保護者との相談体
制が充実したものになっており、教職員の指導力の向上にも
つながっている。
アンケートについては、児童と保護者の両者に向けたもの
を定期的に実施し、学校運営のさらなる充実のために活用さ
れることが望まれる。
評価結果の公表に関しては、自己評価の結果と相模原市の
評価結果を、学校ホームページ上で保護者のみならず市民に
も公表しており、適切な取組がなされている。
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保護者等への情報公開については、定期的なクラスメー
16 情報公開・個人情報の保護に関する
ル、クラス及び学校だより、並びに学期ごとの保護者会にお
こと
＊保護者への情報の伝達・公開
＊情報公開手段
＊個人情報の保護

ける学校からの説明等で行われている。また、保健だよりや
国語科だよりも発行されている。
さらに、学校ホームページを通じて情報公開を行っている
が、定期的にホームページを更新できるような体制が整えら
れており、頻繁に更新が行われている。
個人情報の保護並びにセキュリティー管理に関しては、弁
理士の指導の下、適切に取り組んでいる。また、不測の事態
に備え、危機管理マニュアルも整備され、対策が進められて
いる。

17 構造改革特別区域計画に関すること
＊国語・日本文化
＊英語イマージョン教育

国語では、標準時数を上回った授業時数が設定されてい
る。４年生以上では定期的な学力テストの実施によって児童
の学力を把握し、日常の指導に生かすことで日本語力の習得
に配慮がなされている。個別指導等、理解が遅い児童への対
応も行き届いている。作文指導の充実についても、保護者の
協力を得ながら前向きな取組が行われている。また、社会科
では日本の文化や歴史・地理を積極的に学び、他の国と比較
することで理解を深めていくなど、工夫した指導が行われて
いる。加えて、国際人として、日本のことを紹介できる力を
身につけさせる事を目標とした指導も行われている。
英語では、日本人の児童に合ったイマージョン教育の効果
を上げるために、楽しさ、分かりやすさ、繰り返しに重点を
置いて適切な指導がなされている。また、文法指導用の独自
のテキストが開発され、活用されている。読むことに関して
は、ネイティブ・スピーカーに劣らない実力を身につけつつ
ある。実践的な英語学習をまず行い、自作の教材を用いて文
法を後から体系的に教えることで、大きな効果を上げてい
る。
今後、児童の英語力を明確に把握するためにも、到達度目
標等の不断の見直しが大切と考える。また、新学習指導要領
の趣旨についても継続的に研修を実施し、自校の教育活動と
の整合性について不断の見直しを行い、学校の特性を生かし
た教育を行っていくことが重要である。

３ 経営に関すること
評

価

結

果

小学校を運営する団体として、株式会社エル・シー・エーの経営状況は、今後数年間の範囲では
問題はないと評価する。当社は収益力強化に取り組み、成果をあげている。また、短期的な事業実
施体制は確立したと言える。
しかしながら、新校舎設立に伴って長期借入金が大幅に増加している。そうした状況も踏まえ、
長期的な学校経営の安定性を確立するため、学校法人へ移行することが望まれる。また、将来的な
学校法人化に向けて、計画的な学級編成や適切な施設配置等の学校運営計画を明確化する必要があ
る。さらに、旧校舎を利用した周辺事業や教育サポート事業を拡大し、利益を上げることでの借入
金返済の前倒し及び自己資金のさらなる強化に取り組むことも望まれる。
当社の事業内容の社会性や資産規模は拡大しているため、今後は、同族の個人による株式保有か
ら第三者の安定株主や公共性の高い法人の株主を含めた株主構成に転換し、長期視点での経営統制
を強化することが望まれる。
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