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平成26年度 自己評価と学校関係者評価の結果
長浜市立速水小学校

＜学校関係者評価の総評＞ ＜自己評価の総評＞

【総合評価 Ｂ 】 【総合評価 Ｂ 】
○学校は、毎年年間２回の自己評価を行い、問題点を共通理解して改善を ○詩の暗唱や作詩は全校児童に定着している 「たぶの木フェスタ」等、児童。
行っており評価できる。 の成長に大きくつながった取組については、一人一人の意欲を大切にし、さ

○保護者の評価は、15項目中10項目が向上しており、学習･読書習慣、い らに改善の工夫をしながら、今後も充実をめざしていく。子どもたちのやる
じめのない楽しい学校、生活規律、学校行事･ＰＴＡ行事、情報発信、 気を引き出す活動を、職員が共通理解して工夫していく。
学校支援等に成果が見て取れた。また、児童も学校は楽しいと感じ、し ○児童のアンケート結果で、朝読書やステップタイム、日々の授業に集中して
っかり先生と学習や各種活動が出来ていることが、児童のアンケートか 取り組む姿が確認できた。今後も今の学習習慣を大切にし、学校生活の良い
ら今年度も窺えた。学校は、児童の成長と教育の充実をめざした取組を リズムを維持していきたい。
実施し、成果が目に見える形となっている。今後も改良を加えながら継 ○児童の学習習慣や健康、規範意識の育成等、家庭の影響の大きいものについ
続されることを期待する。 ては、保護者やＰＴＡとの連携を図りながら、さらに定着を図っていく。特

、 、 。○体力向上の取組が、引き続き行われることを期待する。 に テレビやゲームの約束を決め 進んで読書をするように指導を強めたい
○校報や学級学年通信 ホームページ等で 保護者への啓発はできている ○学校運営協議会との協働による活動や各種ボランティアとの連携で、活気の、 、 。
ＰＴＡとの協働による取組が、今後も充実することを期待する。 ある学校教育を今年度も行うことができた。書く活動を重視した学習指導や

○いじめもなく、落ち着いた学校生活を子どもたちが過ごしていることが 生活規律の重視に引き続き取り組み、全校同一歩調で児童の学力向上や心の
窺えた。今後も温かな人間関係作りに、継続した取組を期待する。 教育に努めたい。

評価基準の説明： Ａ（優れている） Ｂ（良い） Ｃ（おおむね満足） Ｄ（要改善）

自己 学校関係者評価 学校の受け止めかた
項 番 評価設題

評価に対する考え （学校改善に向けて）評価 項目評定

1 教育目標や重点的な教育活動を、保護者に説 ◆ホームページが開設されて、更新も ○本校の教育目標については、ＰＴＡ総
、明している。 きちんとされているのはすばらしい 会等の保護者が集まる機会や学校校報

。 、と思います。ただ、ホームページの ＨＰ等を活用して周知を図った また
所在のアピールが少ないと思います 教育活動についても保護者や地域の方。

2 教育活動に関する情報を、保護者や地域に発 又、ホームページの管理を一部子ど への情報発信を、学年・学級通信や校
信している。 もにさせるのもいいと思います。 報・ＨＰでこまめに行った。今後も、

◆ホームページで学校の情報や行事の 情報発信を積極的に行い、教育の充実
予定について確認できる点を、評価 につなげていく。また、ＨＰを色々な①

3 教育目標達成に向け、教職員が協力して取り してもよいと思う。 場でアピールすることにも努めたい。学
組んでいる。 Ｂ Ｂ ◆職員の間に 教育目標達成に向けて ○児童のよい所について、学年・学級通校 、 、

温度差があるようだ。担任が保護者 信でその都度発信できた。気になるこ
。総 以外とも、きちんとした対応ができ とは電話等で連絡をとり連携に努めた

4 学校評価活動が適切に実施され、翌年度の学 るようにしていただきたい。 ○職員が校務分掌に基づき、連携を取り体
校改善に活用されている。 ながら、各種教育活動に努力できた。

同一歩調での対応について、さらに努
力していきたい。

○学校評価については、ここ数年、１学
期末の中間評価をもとにして、夏休み
に検討会を行い、２学期に向けて手立
てを講じて取り組んでいる。学校評価
を次の取組に生かすというシステムは、
定着している。
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自己 学校関係者評価 学校の受け止めかた
項 番 評価設題

評価に対する考え （学校改善に向けて）評価 項目評定

5 授業時数が十分に確保されている。 ◆６年生の学習参観で発表順をドアの ○授業時数の確保と指導の充実を図るた
前に掲示してあったのが、保護者に め、年間２０時間程度を上乗せし、学

6 児童に確かな学力がついている。 対し配慮されていると思いました。 期ごとの授業時数配当計画を立て、教
（本当は自分の子ども以外も見て欲 頭・教務が毎週の週案で実施状況を確

7 指導方法を工夫し、個に応じたきめ細かな指 しいなと思いますが、兄弟の参観や 認して計画的に授業を進めている。
導を行っている。 仕事等の都合もあるでしょうから ○授業で児童の学力を伸ばそうとする日

）又、発表の後、子ども同士で質疑 々の繰り返しの努力が、現在の児童の。
8 児童は、朝読書に真剣に取り組むことができ 応答している組もあり、どちらが良 学力に表れている。本校のよさを継続

ている。 い悪いではなく、クラスでの指導法 しながら子どもたちへの指導を進め、
の違いを改めて感じました。 児童の読解力、文章表現力を伸ばす取

9 特別支援教育の校内指導体制は整い、個に応 ◆担任の受け持ちは２クラスの場合、 組に力を入れたい。また、読書を家庭
じた適切な指導が行われている。 新任の先生のクラス、ベテランの先 でも進んでするように取組を進め、長

生のクラスという事が多いように見 文を読みこなせる力を伸ばしたい。
10 いじめや障害者等への差別に係る学習を計画 受けられます。その際は新任の先生 ○学年で話合いを常に持ち、共通理解を

的に位置づけ、人権を尊重するための取組を のクラスに積極的に補助を入れてい 図りながら、又、ＯＪＴの活用もしな
充実させている。 ただくよう、配慮を継続してほしい がら児童の指導を進めていく。

です。あるいは、合同授業を増やす ○「家庭学習のてびき」を配布し、それ②
11 児童はステップタイムに真剣に取り組んでい 等して、新任の先生を指導する方法 に基づいた指導を行い、家庭学習の習教

る。 もよいと思います。 慣化と充実を図るように取り組んでき育
◆家庭学習については、学年ごとに難 た 「学習習慣アップ週間」の取組は、課 。

12 分析・考察した学力テスト等の結果を、教育 Ｂ Ｂ しい問題はあると思うが、気長に取 保護者への啓発という点で成果があっ程
活動に活用できている。 り組む事が必要である。今後も定期 たと考える。家庭学習に集中して取り・

的に家庭学習のてびきを発行して、 組めていない児童については、集中し学
13 学習規律の確立や家庭学習の習慣づけ等の指 保護者や子どもたちに伝えてほしい て取り組めるように、その子の実態を習 。

導を行っている。 ◆家庭学習の強調週間が何回かあるが 踏まえた働きかけを続けたい。又、家指 、
保護者も自分の子の家庭学習の習慣 庭、ＰＴＡや学運協との連携による改導

14 体育の授業改善に取り組み、児童の運動能力 を振り返る良い機会になっているの 善も進めたい。
育成に努めている。 で、できれば増やして欲しい。 ○今年度は学習習慣アップ週間を３学期

◆保護者アンケート項目６の「家庭で も実施した。保護者にも好評であった
、 。15 授業の改善・工夫に努め、わかりやすい授業 本を読むか？」の問いに対して、要 ので 今後も工夫しながら実施したい

を行っている。 改善が少々多かったのはパッピーブ ○朝読書や詩の暗唱、ステップタイムを
ックの会員としては残念です。しか 活用した基礎学力充実の取組、市基礎

16 児童は 詩の暗唱に積極的に取り組んでいる し、この数字も少しずつ減ってきて 学力調査結果をもとにした弱点補強の、 。
いるということなので、えほんのひ 取組等、今まで行ってきた取組を継続

17 児童は、体育の学習や外遊びに生き生きと取 ろばや全校お話会をこれからも継続 し、学力をつけるように努めてきた。
り組んでいる。 し、本を読むことのできる子どもの この取組を続けながら、全国学力テス

増加に少しでも貢献できるとよいと トで見えてきた弱点を補強するための
感じました。 授業改善に努める等、さらに新たな方

◆朝読書の取り組みの姿勢を、保護者 策を考えてより充実したものになるよ
に見ていただいてはどうか （朝読書 うに、今後も全力で取り組みたい。。
の時間を参観に含める ） ○多くの子が元気に運動遊びを行ってい。

◆落ち着いて学習できる環境は大変良 る。外に出ていかない子もいるので、
い。意識の高い先生が多い。問題点 学級全員遊びや委員会活動等で体を動
を把握されている。これからは、や かせる機会を増やせるよう、次年度も
はり自分で考え行動できる子ども、 工夫したい。
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自分の意見をはっきり言える子ども ○運動能力向上に向けた取組により、脚
の育成が必要なので、更なる工夫に 力、柔軟性の向上が体力テストで見ら
期待しています （これらは遊びから れた。引き続き、持久力、敏捷性の向。
学ぶべきものだと感じています ） 上に努力したい。。

◆ テレビやゲームの影響で“殺す” ○新体力テストの結果に応じた運動例が⑩
や“戦争ごっこ”などの言葉を平気 体力向上部会から示されている。意図
で遊びの中で使うので、人権週間な 的計画的に取り入れ、児童の体力向上
ど特別な時だけでなく、普段の指導 に役立てていきたい。
を強化してほしい。 ○道徳や朝の会、帰りの会等、日々の生

、 。◆ どの先生も熱心な授業で有り難い 活の中で 命の大切さを考えさせたい⑮
です。各々のクラスに対応して、指 ○ほとんどの児童が詩の暗唱に進んで取
導法が考慮されていると思います。 り組んでおり、成果を上げている子が

◆詩の暗唱について、卒業生（中学生 多い。次年度もさらに充実させたい。
等）同士の会話や卒業生と在校生の 個人差もあり、なかなか覚えられない
会話、家族の会話で話題にあがって 子もいるので、学級全体で読んだり覚

、 。いるのをたびたび聞くことがあり、 えたりする活動等 工夫していきたい
学校の文化として定着できている感 ○みんなが詩の暗唱に取り組む事で、継
じがある。Ａの評価をさらに継続し 続することの大切さを学ぶ場となり、
ていって欲しい。 子どもの励み、めあてになっている。

◆詩の暗唱を年々積極的に取り組む子 ○教師の負担は、月・水曜日にボランテ
が増え、大変素晴らしいと思ってい ィアの協力を得て進めているので、軽
ます。その反面、詩を覚えることが 減されている。
苦手な子や、一冊覚えるように指導
する先生方の負担になっていないの
か心配です。

自己 学校関係者評価 学校の受け止めかた
項 番 評価設題

評価に対する考え （学校改善に向けて）評価 項目評定

、18 いじめを許さない風土作り等、児童の人間関 ◆道徳等で、いじめや人との関わり方 ○毎学期に個々の児童と教育相談を行い
係を豊かにする学級集団・学校集団づくりの を充分に指導頂いていると思います 児童の状況を早期に把握して指導につ。
取組を行っている。 いじめは悪い事と指導をしても、多 ないでいる。また、２学期はいじめに

少はおこってしまうものではないで 特化したアンケートを取り、それをも
19 ルールやマナー等の社会規範が身につくよう しょうか その際 弱者に対しては とに指導し、いじめにつながる可能性③ 。 、 、

指導に努めている。 自分を否定せず 上手にやり過ごす の芽をつむ取組ができた。児童は楽し社 、 。
強者に対しては、自分の行動を顧み い学校生活を送れており、保護者や児会

20 教育相談や個別の指導支援、関係機関との連 て反省し 謝罪しやり直すという事 童アンケートを見てもそれが表れてい性 、 、
携により、不登校・不登校傾向の児童へ適切 どうすれば元の通りに戻れるかとい る。今後も、人との関わり方の学習を・
な対応を行っている。 う方法を小学生の内に指導頂きたい 機会を見つけて行っていきたい。人

Ｂ Ｂ と思います。 ○挨拶さわやか週間を各学期に設定して間
21 児童の生活実態を把握し、基本的生活習慣の ◆保護者アンケートの「いじめのない 取り組み、成果が現れている。声が小性

育成に向け指導に努めている。 学級への取り組み」の質問（問題が さい子への指導が必要である。育
あったり、対応がうまくいっていな ○高学年は集合した班から下校するよう成

22 縦割り活動や行事等で、リーダー経験や人間 ければ、保護者が「要改善」をつけ に変更した。スムーズな下校ができる
関係育成に力を入れている。 る可能性が高い質問内容だと思われ ようになってきた。

る）に対する回答で 「要改善」と答 ○廊下歩行等について、生徒指導部会で、
23 児童は、決められた時間、静かに清掃活動が えた保護者が０人となっていること 方策を検討し、指導を行っている。ど
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できている。 はすばらしく、先生方が日頃から学 の先生も同じように指導し、特別教室

、 、級作りをきちんとされていて、この への移動 階段の上がり下り等も含め
部分で努力していることが伝わって 静かな移動を徹底させるため、継続し
くる もっと評価をしていい部分で た取組を今後も行いたい。。 、
さらに継続していって欲しい。 ○公共施設でのマナーについては、家庭

◆速水小学校では、いじめのない楽し での協力も得ながら、望ましい地域で
い学校運営が行われていることがわ の過ごし方として指導していきたい。
かりました。これも校長先生はじめ ○運動会の色別活動や縦割り遊びが、高

。皆様の努力のたまものと考えます。 学年のリーダー性の一助となっている
◆学区内に公共施設がほとんどない状 継続して充実を図っていきたい。
況なので仕方がないが、公共施設で ○集団登下校における班長・副班長の活
のマナーができていない子がいる。 動も、下学年の指導で人間関係の育成

。 。◆ 評価がＡで良いのでは。長期欠席 に役だっている 責任を果たさせたい⑳
者がいないのが当たり前の子どもた ○清掃については、おしゃべりする姿は
ち。とても良い環境で学校生活を送 まだ見られるものの、まじめに取り組
っていて幸せだと思います。 む姿が多く見られれるようになった。

◆22 学校以外で“縦”の関係がほとん 静かに掃除というのは、次年度も指導
どないので、とてもいい経験をして を続けていきたい。
いるはず。今後も大切にしてほしい ○基本的な生活習慣や規範意識について
活動です （高学年が負担になってい は、各学級での指導を基に、生徒指導。
るならない程度に…） 部会での活動、保護者との連携にも力

◆23 学校でけでなく家庭の問題でもあ を入れて、全校体制で指導の強化をし
るでしょう。 ていく。

24 学校内外の安全確保のため、関係者と連携し ◆ボランティアの方々とうまく連携し ○安全ボランティアの協力や毎週水曜日
ながら取組を進めている。 ながら、活発な学校活動が送れてい の保護者の登下校指導、職員による登

、 、ると思います。 校指導 毎日の下校巡回指導等により
25 体力の向上、健康の保持、疾病等の予防につ ◆26 Ａは当然だと思います。 児童の登下校の安全が保たれている。

いて適切に指導を行っている。 ◆行事等において先生方がその場で声 ○食育や健康保持、疾病予防のため、養
をかけあって連携をとりながら、ス 護教諭、栄養士、クラス担任が協力し

、 、26 個人情報や公文書等の取り扱いや管理を適切 ムーズに進行していたと思う。事前 て児童への直接指導に当たる他 随時
に実施している。 の共通理解をさらに深めれば余裕を 保健だよりや給食だよりを配布して、④

もって行事を進められると思う。 保護者への啓発も図っている。アレル組
。織 27 行事や学校挙げての取組は、有意義な活動に ◆28 の評価がＣなのは残念に感じまし ギー対策についても充分配慮していく

なるよう、綿密な計画のもとに実施できてい Ｂ Ｂ た。校内研究への取組体制の見直し ○個人情報については、自己チェックや的
る。 を行い、教師間の協力関係を改善し 貸し出し簿の徹底等、日々遺漏の内容な

ていただき、更なる取組の充実を求 に努めている。今後も、気を引き締め活
28 校内研は、二部会に分かれて各々の取組を進 めます。 ていきたい。動

めている。 ◆学校評価の期末評価で、④の組織的 ○今年度から国語科を窓口とした校内研
な活動の№２７と２８の評価が気に 究にテーマを変更した。思考力・文章
なりました ベテランの先生が多く 表現力の育成が本校児童の課題である。 、
これまでの指導経験の豊富さから、 との指摘もある。それらについての指

、独自に仕事を進めている場合がある 導力を高めるための研究に焦点を絞り
のではないかと感じました。速水小 研究授業を実施した。次年度も職員の
の特徴を伸ばしていけるように、教 協働体勢を高めつつ、研究の充実を図
職員間の意思疎通を大切にして、今 りたい。
後も努力されることを期待します。
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29 連絡会を設け、保・幼・中との連携を行って ◆まず、学校運営協議会が保･幼・中と ○入学前の３月と入学時の４月に小中連
いる。 の連携を行うことが必要だと感じて 絡会を実施している。また、入学前の

います。地域全体で考える事は、広 ２月～３月に保小・幼小の連絡会、７
30 学校支援ボランティア等と協力して、学習環 い視野でより良い工夫につながるだ 月に１年生の学習参観なども実施して

境を常に整えている。 ろうし 保護者の方々も巻き込んで いる。今後も、子どもたちの活動の交、 、
いろいろな意味で意識を変えていけ 流を入れながら、効果的な連携を図っ

31 学習支援ボランティア等と協力して、児童の るのではないかと思います。 ていきたい。⑤
学習の質を向上させている。 ◆小学校ではうまく適応できても、中 ○学習支援ボランティアの協力は、今年保

、 。護 学校入学後にうまくいかなくなるケ も 学校の活性化の一助となっている
32 保護者や地域からの声を教育活動に生かせて ースも多いと聞く。特に中学校との 児童の学力の向上や環境整備に役立っ者

いる。 連携を意識的に行っていただき、評 ていてありがたい。地
価Ｃから改善していって欲しい。 ○本年度も、学運協やＰＴＡと協力した域

33 言語表現力、コミュニケーション力を高める ◆29 できれば、中一ギャップの心配が 活動が続けられた。また、新しく学習と
指導ができている。 あるので、中学校との交流の機会を 会等ができたこともよかった。の

Ｂ Ｂ 増やしてほしい。同じく、小谷･朝日 ○「１０分以上読書運動」として、毎日連
34 学校運営協議会の活動は、学校教育の推進に との交流も増やしてほしい。 １０分以上必ず読書するような家庭読携

効果的に働いている。 ◆学習支援ボランティアが教師の負担 書を高める運動を、ＰＴＡを巻き込ん及
になっていないのか心配です。 で実施できるとよい。び

35 地域教材や自然環境を生かした教育活動に努 ◆コミュニケーション力を高めるため ○学運協の委員や活動を通して、保護者特
めている。 に、子どもと「交換お話作り」が出 や地域からの声をいただき学校教育に色

来ないでしょうか？①子どもに物語 生かせた。あ
の題名と冒頭の一文を書かせる。② ○連携という意味で、湖北中学校区の学る
運営委員？ボランティアが続きの一 運協の会議が持てたことは良かった。教

、育 文を書いてノートを返却する。③子 ○多くのボランティア活動を推進したり
どもの週末の宿題としてノートを持 学校へ提言をしていただいたりしたの活
たせ、又続きの一文を書かせる。④ で、学運協は今年も学校教育の推進に動
運営委員？ボランティアは木曜日ま 効果的であった。次年度も、協力をい

、 、 、でに続きの一文を書いて学校へ持っ ただき 学校教育の活性化 学力向上
。て行く。一週間毎だと間延びしてし 温かな人間関係作りの充実に努めたい

まうでしょうか？私は子ども達と車
の中、お風呂の中等で対話形式でや
っていてなかなか楽しかったです。


