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平成２７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 】
○言語表現力、コミュニケーション力は、学力向上のためにも、人と関 ○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、児童の成。
わりながら力強く生きるためにも不可欠な力である。育成のための取 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、さらに改善
組はされているが、今後もより効果的な方策を求めて研鑽に努め、児 の工夫をしながら、今後も充実をめざしていく。子どもたちのやる気を引き出す
童の姿の変容をめざして欲しい。 活動を、職員が共通理解して工夫していく。

○『家庭学習の手引き 『学習習慣アップ週間』を活用した指導や家庭 ○道徳の研究を進める中で、学校全体として課題を明確にして授業改善を図ること』
への啓発は家庭学習の習慣化と充実を図るための一助となっている。 ができた。子どもの主体的な道徳的実践態度を育てるために、更なる研究を推進
しかしながら保護者から見ると、まだ家庭学習や学力の定着に関する したい。
悩みは大きい。取組が形骸化することのないようチェックしながら進 ○朝読書やステップタイム、日々の授業に集中して取り組む姿が定着してきて、学
んで学習に向かう姿勢の育成と学力の向上をめざしてほしい。 力の安定にもつながっている。今後も今の学習習慣を大切にし、学校生活の良い

○学校支援ボランティアの協力により、教育の充実度が増している現状 リズムを維持していきたい。
はすばらしい。今後もボランティアの積極的な支援が得られ教育が充 ○児童の学習習慣や健康、規範意識の育成等、保護者と連携を図りながら、さらに
実するよう、継続的にボランティアバンクの整備がはかられることが 定着を図っていく。特に、テレビやゲームの約束を決め、進んで読書をするよう
必要である。 に指導を強めたい。

○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、活気のある
学校教育を今年度も行うことができた。全校同一歩調で児童の学力向上や心の教
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 ◆保護者アンケートで、学校生活の基 ○本校の教育目標について、ＰＴＡ総会や
明している。 本である『楽しく登校し、元気な学 学校校報、ＨＰ等を活用して周知を図っ

校生活を送っているか』の結果が大 た。また、教育活動についても、学年・
。変良いのは評価できる。 学級通信や校報・ＨＰでこまめに行った

2 教育活動に関する情報を、保護者や地域に発 ◆ＨＰの情報がきちんと更新されてい 今後も、情報発信を積極的に行い、教育
信している。 るが、閲覧数が少ないのが残念であ の充実につなげていく。

Ｂ Ｂ る。学校の行事予定が確認できるこ ○ＨＰについては、閲覧を呼びかけ、多く
とをアピールしたり、運動会やたぶ の方に見ていただけるようにする。①

3 教育目標達成に向け、教職員が協力して取り の木フェスタのプログラム掲載、学 ○児童の姿について、学年・学級通信で発学
組んでいる。 校への提出書類様式のダウンロード 信した。今後も、家庭訪問や電話等で保校

などを工夫したりして、アピールで 護者と密に連絡をとり連携に努める。
きるとよい。 ○職員が校務分掌に基づき、連携を取りな総

4 学校評価活動が適切に実施され、翌年度の学 ◆児童の育成には家庭での実践も関わ がら、各種教育活動に努力できた。同一体
校改善に活用されている。 ってくる。保護者にも家庭の役割を 歩調での対応について、さらに努力して

果たしてもらうよう啓発することが いきたい。
大切である。 ○学校評価については、定期的に評価検討

◆総会やＰＴＡ活動事業のたびに、校 を行い、手立てを講じている。学校評価
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長から子どもたちの様子を交え説明 を次の取組に生かすように心がけていく。
があった。通信でも日ごろの学校活
動が十分に伝えられている。また、
週予定の下のコメントも細かな学級
の様子を知ることができてよい。

◆年２回の自己評価を行い、それを次
の取組に生かすというＰＤＣＡサイ
クルのシステムが効果的に循環して
いる点はよい。さらに職員が課題や
目標を共有し、児童の変容につなが
る効果的な実践をされることを期待
する。

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。 ◆現状に満足せず、学習内容の理解と ○授業時数の確保と指導の充実を図るため
定着が確実になるようにしてほしい 学期ごとの授業時数配当計画を立て、教。

6 児童に確かな学力がついている。 ◆高学年でつまづいている問題が何年 頭・教務が毎週の週案で実施状況を確認
生のどこに原因があるのか分析して して計画的に授業を進めるという方法を、

7 指導方法を工夫し、個に応じたきめ細かな指 早い段階から取り組むなどの工夫を 継続していきたい。
導を行っている。 してほしい。 ○授業で児童の学力を伸ばそうとする日々

◆朝の読書タイムは大変静かに取り組 の繰り返しの努力が、現在の児童の学力
8 児童は、朝読書に真剣に取り組むことができ めている。個人のロッカーに常に本 に表れている。本校のよさを継続しなが

ている。 を１冊入れているクラスがある。す ら子どもたちへの指導を進め、読解力、
。ぐに手に取ることができてよい。お 文章表現力を伸ばす取組に力を入れたい

9 特別支援教育の校内指導体制は整い、個に応 薦めの本の紹介などの時間を取り入 ○「家庭学習のてびき」を配布し、家庭学
じた適切な指導が行われている。 れるなどの工夫も良いのではないか 習の習慣化と充実を図るように取り組ん。

。「 」 、Ｂ Ｂ ◆朝読書により落ち着いて１日のスタ できた 学習習慣アップ週間 の取組は
。 。10 人権を尊重するための取組を充実させている ートが切れている。学力の向上とい 保護者への啓発という点で成果があった

う視点から考え、さらに読書に集中 子どもの実態を踏まえた働きかけを続け
11 児童はステップタイムに真剣に取り組んでい し質を高めるための手立てを講じる たい。また、ＰＴＡや学運協との連携に

る。 ことも考えるとよい。 よる改善も進めたい。②
◆どの子も授業が理解できるように、 ○朝読書や詩の暗唱、ステップタイムを活教

12 分析・考察した学力テスト等の結果を、教育 授業に担任以外の先生も入れるよう 用した基礎学力充実の取組、市基礎学力育
活動に活用できている。 な体制がとれるとよい。 調査結果をもとにした 弱点補強の取組課

◆ステップタイムは、動から静への切 等、今まで行ってきた取組を継続し、本程
13 学習規律の確立や家庭学習の習慣づけ等の指 り替えに効果があった。すっかり位 校の課題を補強するための授業改善に努・

導を行っている。 置づけが定着したように思われるが める等、さらに新たな方策を考えてより学 、
さらに効果につながるように、職員 充実したものになるようにしていく。習

14 道徳の授業改善に取り組み、豊かな人間性を 間でその意義と目標について共通理 ○学級全員遊びや委員会活動等で体を動か指
育てることに努めている。 解して、取組を進めることが望まれ す機会を増やせるよう、工夫していきた導

る。 い。
15 授業の改善・工夫に努め、わかりやすい授業 ◆詩の暗唱は、子どもはよく頑張って ○運動能力（特に筋持久力）の向上に向け

を行っている。 いる。さらに、言葉の活用ができる て、意図的計画的に活動を取り入れ、児
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ような取組ができればよい。 童の体力向上を図りたい。

16 児童は 詩の暗唱に積極的に取り組んでいる ◆詩の暗唱について、積極的に取組み ○ほとんどの児童が詩の暗唱に進んで取り、 。
、 。自信をつけた児童が多く見られてよ 組んでおり 成果を上げている子が多い

、 。 、17 児童は 外遊びに生き生きと取り組んでいる かった。意欲の湧かない児童に、つ 学級全体で読んだり覚えたりする活動等
まづきを把握して適切な支援を講じ 工夫していきたい。
てくことが求められる。 ○みんなが詩の暗唱に取り組む事で、継続

◆子どもたちが外で体を使って遊ぶこ することの大切さを学ぶ場となり、子ど
とができているのはすばらしい。ど もの励み、めあてになっている。また、
ういう働きかけがあるのか、時間的 月・水曜日にボランティアの協力を得て

、 。空間的な環境はどうかという点を明 いることも 子どもの励みになっている
らかにして、この状態を継続してい ○道徳や朝の会、帰りの会等、日々の生活
けるとよい。 の中で、命の大切さを考える機会を捉え

◆外遊びの苦手な児童も、学級の全員 ていく。道徳教育に対して職員の研修を
遊びで外遊びのきっかけができるの 深め、豊かな心の育成と主体的に生きる
ではないか。 力の育成をめざして全職員で取り組みを

進める。

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 児童の人間関係を豊かにする学級集団・学校 ◆素直で優しい児童が多く、学校の雰囲気 ○毎学期に教育相談を行い、児童の状
集団づくりの取組を行っている。 が大変穏やかである。 況を早期に把握して指導につないで

◆保護者アンケートから、児童が元気に登 いる。児童アンケートからも、学校
19 ルールやマナー等の社会規範が身につくよう 校し、楽しい学校生活を送っていること は楽しいと感じている児童が多い。

指導に努めている。 がうかがえる。今後も子どもたちが笑顔 今後も、人との関わり方の学習を機③
で生き生きと学校生活が送れるように、 会を見つけていきたい。社

20 教育相談や個別の指導支援、関係機関との連 よりよい人間関係が築けるように指導を ○運動会の色別活動や縦割り遊びが、会
携により、不登校・不登校傾向の児童へ適切 Ｂ Ｂ 充実させてほしい。 高学年のリーダー性を育てる要因の性
な対応を行っている。 ◆挨拶は、家庭や地域では十分でないとい 一つとなっている。継続して充実を・

う結果である。学校だけでなく、家庭や 図っていきたい。人
21 児童の生活実態を把握し、基本的生活習慣の ＰＴＡとも連携して育成を図ることが望 ○集団登下校における班長・副班長の間

育成に向け指導に努めている。 ましい。 活動も、下学年の指導で人間関係の性
◆不登校の子どもがいないのは、学校と保 育成に役だっている。責任を果たさ育

22 縦割り活動や行事等で、リーダー経験や人間 護者が連携して早期に適切なフォローが せたい。成
関係育成に力を入れている。 できているのだと思う。今後もそのよう ○清掃については、まじめに取り組む

、な取り組みを続けていってほしい。 姿が多く見られれるようになったが
23 児童は、決められた時間、静かに清掃活動が ◆リーダー経験をすることで自己肯定感を 内容はまだまだ不十分である。各学

できている。 高めることができる。できるだけ多くの 級で目標を持たせ、指導を続けてい
子にチャンスを与えてほしい。 きたい。

◆清掃については、児童の生活経験の乏し ○基本的な生活習慣や規範意識につい
さもあり、実態は十分とはいえない。手 ては、生徒指導部会を中心に、保護
立てを工夫しながら根気強く指導する必 者との連携にも力を入れて、全校体
要がある。 制で指導の強化をしていく。
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24 学校内外の安全確保のため、関係者と連携し ◆ＰＴＡや安全協議会の方々と協 ○安全ボランティアの協力や毎週水曜日の保護者
ながら取組を進めている。 力し、登下校の安全は確保され の登下校指導、職員による登校指導、毎日の下

ている。 校巡回指導等により、児童の登下校の安全が保
25 体力の向上、健康の保持、疾病等の予防につ ◆安全ボランティアと連携しなが たれている。

いて適切に指導を行っている。 ら、児童の登下校の安全を守る ○食育や健康保持、疾病予防のため、養護教諭、
取り組みができていることは大 栄養教諭、クラス担任が協力して児童への直接

26 個人情報や公文書等の取り扱いや管理を適切 Ｂ Ｂ 変良い。 指導に当たるほか、保健だよりや給食だよりを
に実施している。 配布して、保護者への啓発も図っている。アレ④

ルギー対策についても充分配慮していく。組
27 行事や学校挙げての取組は、有意義な活動に ○個人情報については、自己チェックや貸し出し織

なるよう、綿密な計画のもとに実施できてい 簿の徹底等、遺漏のないように努めていく。的
る。 ○今年度は湖北中学校区で指定を受けた。子どもな

達の対話の効果的な取り入れ方や授業の展開等活
28 校内研は、研究テーマに沿って取組を進めて について、指導力を高めるための研究に焦点を動

いる。 絞り、研究授業を実施した。次年度も組織化を
図り、研究の充実を図りたい。

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

29 連絡会を設け、保・幼・中との連携を行って ◆就学前の子どもの様子を知ることによっ ○園や中学校とは、定期的な連絡会だ
いる。 て、教育や支援に役立つ情報が得られる けでなく、道徳の研究とも絡めて内

。ことも多い。園や中学校との連携を密に 容のある効果的な連携を図っていく
30 学校支援ボランティア等と協力して、学習環 していってほしい。 ○本年度の「たぶの木フェスタ」は、

境を常に整えている。 ◆落ち着いた生活や学習の基本は家庭での 学運協の協力で地域の方々も多数
幼少期に育つものだが、だからこそ園と 参観していただいたが、学習支援ボ

31 学習支援ボランティア等と協力して、児童の の連携に力を入れ学校でサポートできる ランティアの方々の協力は、学校の⑤
学習の質を向上させている。 Ｂ Ｂ 体制が必要である。 活性化の一助となっている。また、保

◆ボランティアに来ていただくことにより 児童の学力の向上や環境整備には不護
。 。者 32 保護者や地域からの声を教育活動に生かせて 地域・保護者の声が学校に届きやすい。 可欠である さらに充実を図りたい

いる。 ◆参観や行事を工夫して、保護者への教育 ○家庭でも、少しでも必ず読書するよ地
もできる取組を考えてはどうか。 うな家庭読書を推奨する運動を、Ｐ域

33 言語表現力、コミュニケーション力を高める ◆学校の取組や子どもたちの成長のあとが ＴＡと一緒に実施できるとよい。と
指導ができている。 見える形になっていることが、アンケー ○来年度も、湖北中学校区として学運の

ト結果から窺える。保護者が学校に入っ 協の取組が深まるように連携してい連
34 学校運営協議会の活動は、学校教育の推進に てって、直に教育や児童の様子を見るこ く。携

効果的に働いている。 との意義は大きい。 ○多くのボランティア活動を推進した及
◆言語表現力・コミュニケーションは、家 り、学校への提言もいただき、学運び

35 地域教材や自然環境を生かした教育活動に努 庭での会話時間によるものが大きいと思 協は今年も学校教育の推進に大変支特
めている。 うが、会話の楽しさや対話力を身につけ 援していただいた。今後も、協力を色

させるために学校で何ができるか考える いただき、学校教育の活性化、学力あ
必要がある。 向上、温かな人間関係作りの充実にる

努めたい。教


