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評価の項目 今年度の重点目標 具体的取組 主担当 現状及び取組状況 評価の観点 実現状況の達成度判断基準 備考
判定結果
（中間）

判定結果
（最終） 　今後の改善策

①教育課程・学習指導

「わかる」「できる」喜びを児
童と分かち合うことのでき
る実践に取り組み，確かな
学力の向上を図る。

授業，帯ﾀｲﾑ，家庭学習及び
課外の補充学習を通して，
国語・算数を中心に基礎基
本の定着り，学力を向上させ
る。

教務主任

少しずつ基礎基本の定着
は図られてきているが，個
人差が大きい。個に応じた
指導の工夫が必要であ
る。

【成果指標】
児童が，国語・算数
において,学年として
必要な学力をつけて
いる。

国語・算数の単元末テストの全学年平均
が，
Ａ：85％以上である。　Ｂ：80％以上である。
Ｃ：60％以上である。　Ｄ：60％未満である。

国語・算数の単元
末テスト

A A

１学期平均点が８９点、２学期８６点、３学期８９点という結果であっ
た。今後は、活用問題を更に多くしたテストを採用し、A評価を目指
す。そのための方策として、①力をつける授業の充実（共通実践）、
②校内研修（研究授業を通した授業力の向上）及び若プロの充実、
③宿題とリンクさせたチャレンジタイムの改善、④各学年に応じた
家庭学習の質と量の見直し、⑤ICTの効果的活用等を行い、改善を
図る。

②生徒指導
※いじめの未然防止 児童一人一人が安心でき

るあたたかな集団，自治的
な強さをもった集団を育て
る。

学級会，児童集会や行事を
通して，互いに認め合う場や
自分たちの問題を自分たち
で解決する場を定期的に設
定する。

生徒指導

他者への肯定的な評価が
できる児童が増えてきた
が，集団で問題を解決しよ
うとする意識はまだ薄い。

【満足度指標】
児童が，自分たちの
クラスのよさを認め
ている。

・自分たちのクラスは，互いのよさを認め合
い助け合うクラスであると答えた児童が，
・自分たちのクラスは自分たちでがんばるク
ラスであると答えた児童が，
A：90%以上である　　B:80%以上である
C：70%以上である　　C：70%未満である

７月・１２月に児童
アンケートを実施

A A

１学期の肯定的回答が９１％、２学期９３％、３学期９４％という結果
であった。自治的な集団づくりに効果的であった「学級活動（湖北ス
タイル）」は、改善して継続する。その他、①児童集会でのルールづ
くりと共通実践、②主体性を育てる授業や行事等の取組、③問題
が起きた時の協力体制（特に若手教諭）の整備を充実させる。

③キャリア教育・進路指導

自分のよさを認め，夢に向
かって努力し，意欲的に学
習できる児童を育てる。

学級活動を中心に，日々の
学習の中に，自分の成長を
ふりかえる場を意図的に設
定する。

キャリア教育担当

自己肯定感が低い児童が
多く，自分のよさを認めて
いる児童は，全校で約70%
である。

【満足度指標】
児童が，自分のよさ
や成長を認め，高め
ようとしている。

自分にはよいところがあると答えた児童
の割合が，
A：80%以上　　B：70%以上
C：60%以上　　D：60%未満

７月，１２月に児童
アンケートを実施

A A

１学期の肯定的回答が８１％、２学期８６％、３学期９１％という結果
であった。今後も、①認め合う場の設定（学級・学校）、②朝の会で
の担任や子どもからの言葉のプレゼント、③掃除タイムの管理職か
らの言葉のプレゼントを継続して実施する。更に、肯定感の低い児
童への個別対応にも力を注ぐ。

④保健管理

健康な生活を営むのに必
要な習慣や態度の大切さ
を理解し実践できる児童
を育てる。

生活チェックや学級指導，個
別指導，家庭との連携を通し
て，生活習慣（特に睡眠）の
大切さを理解する場を意図的
に設定する。

保健主事
基本的生活習慣（特に睡
眠）に課題を抱えている
児童が多い。

【成果指標】
児童が，睡眠時間の
大切さに気付き，意
識して生活してい
る。

自分で設定した寝る時間を守っている
児童の割合が，
A：90%以上である　B：80%以上である
C：70%以上である　D：70%未満である

毎週月曜日にみだ
しなみ・せいかつ
チェックを実施

B B

８１％から８６％にやや向上したが、基本的な生活習慣に課題を抱
えている児童は多い。今年度の方策である①自分で決めた起床・
睡眠時間をもとにした定期的な振り返りの場の設定、②課題がある
児童への養教による個別面談、③睡眠に関する情報の発信（保健
だより、掲示、学校保健委員会等）は改善を加え継続する。今後
は、保育所等との連携を計りながら保護者への発信をより強化す
る。

⑤安全管理

児童が安全・安心な学校
生活を送れるよう，職員、
児童の危機対応力及び危
機回避能力の向上を図
る。

地震・火災を想定した避難訓練
に加え，不審者対応の防犯教
室を実施するとともに，保護者
への引渡し訓練も実施する。ま
た、安全管理についてのOJTを
実施する。

教務主任

昨年度，実現しなかった不審
者対策，引渡し訓練の実施
は急務である。若手教員が多
いため，その他の安全管理
のためのOJTも必要である。

【努力指標】
訓練時において，児
童・教職員が，危機管
理マニュアルを理解
し，それに沿った行動
をとっている。

避難訓練時に，適切に行動できたと感じる
児童の割合が，
A:90%以上である　　B:80%以上である
C:70%以上である　　D:70%未満である
危機管理能力が高まったと感じる教職員の
割合が，
A:90%以上である　　B:80%以上である
C:70%以上である　　D:70%未満である

年3回の避難訓練
後に児童にアン
ケートを実施
７月，12月に児童・
教職員にアンケー
トを実施

A C

従来からの懸案事項であった「休み時間中の不審者を想定した避
難訓練」及び「引渡し訓練」を実施することができた。不審者を想定
した訓練後のアンケートは、７７％でC評価となったが、課題が明ら
かになったという点では意義は大きかった。来年度は、今年度明ら
かになった課題を解決できるよう改善を図る。職員だけの訓練を事
前に行い共通理解を図るなどして指導を充実させたい。

⑥特別支援教育

支援を必要とする児童へ
の支援・協力体制を整える
とともに個に応じた指導の
工夫や充実を図る。

支援の必要な児童の現状を正
確に把握するために，校内全体
会を定期的に設定する。また，
支援員の助言等を参考に個に
応じたよりよい指導方法につい
て理解し実践する。

特別支援
コーディ
ネーター
特別支援教
育校内委員
会

支援が必要な児童の現状
把握及び支援体制の整備
は進んでいるが，個に応じ
た具体的な指導方法につ
いてはまだ不十分である。

【努力指標】
教職員が，支援の必要
な児童の現状を正確に
把握し，個に応じたより
よい指導方法について
具体的な方針を立て実
施している。

支援が必要な児童への個に応じた指導が
学校全体で組織的・計画的に行われている
と答えた教職員の割合が，
A：90%以上である　　　　 B：80%以上である
C70%以上である　　　　　D:70%未満である

7月・12月に教職員
にアンケートを実
施

A A

全て１００％という結果であった。今後も、外部との連携を強化しな
がら、①定期的な児童理解の会の実施、②個に応じた指導方法の
検討及び個別指導は継続する。来年度は、新設予定の特別支援
学級の指導の充実に取り組むとともに、その他の支援を要する児
童への個に応じた効果的な支援体制をより整備する。

⑦組織運営・業務改善

活力ある学校運営のため
に，職員構成に適した組織
及びシステムをつくり，効
果的・効率的に各業務が
できるよう改善する。

運営委員会を中心とした組
織となるよう，会議を統合し
整理する。運営委員会が企
画する共通実践の取組を増
やし具体的な方法を提案す
るとともに，PDCAサイクル
（特にCAの場）を効果的に
設定する。

教頭

小規模校であり，一人当たり
の校務分掌量が多い。どの
教諭も意欲的に取り組んでい
るが，若手教諭が多く経験が
浅いため，よりよい方策につ
いての知識が少なく，業務に
時間がかかってしまう。

【努力指標】
教職員が，適切な組
織の中で，計画的に
自分の業務に取り組
み，役割を果たすこ
とができていると感じ
ている。

①自己の役割を果たし，教育ビジョンの実
現に取り組むことができたと感じる教職員の
割合が，
②適切な組織や業務の割り振りの中で，自
分の業務に計画的に取り組むことができた
と答えた教職員の割合が，
A:90%以上である　　B:80%以上である
C:70%以上である　　D:70%未満である

7月・12月に教職員
にアンケートを実
施

A A

１学期１００％、２学期８９％、３学期１００％という結果であった。今
年度の①行事、校務分掌の精選、②見通しを持つための議件検討
会や定期的な面談、こまめな相談等の実施、③平準化を考えた臨
機応変な分担と管理職等の適切な支援は継続する。今後は、更に
スピーディーに平準化支援に当たれるような体制を整備する。

⑧研修 校内研修に積極的に取り
組み，授業の中で「主体
的・対話的で深い学び」を
実現できるよう授業改善を
図るとともに，自校にあっ
た定期的研修，日常的
OJTを実施し，若手教員を
育成する。

話し合い活動の充実を図る
ための具体的な方法につい
て共通理解する。校内研修
会，若手教員研修で学んだ
内容を授業に生かしている
ことを確認する場や学校全
体で交流を図る場を定期的
に設定する。

研究主任
若手研修
コーディ
ネーター

昨年度の研究（学級活動）に
より，話し合い活動に対する
指導については，一定の理
解は図られた。しかし，まだ，
充実した話し合い活動には
至っていない。担任6人中5人
が30代以下であり，若手教諭
の占める割合が高く，研修の
必要性は高い。

【満足度指標】
教職員が，校内研修
会や若手研修会の
内容を授業改善をは
じめ指導全般に役立
てている。

校内研修会や若手研修の内容が，授業改
善や日々の指導に役立っていると答えた教
職員の割合が，
Ａ：90%以上である　　　　Ｂ：80%以上である
Ｃ：70%以上である　　　　Ｄ：70%未満である

7月・1２月に教職
員にアンケートを
実施

A A

全て１００％という結果であった。今後も、授業改善や学級経営を中
心に、本校の職員構成に合った共通システムを構築し共通実践し
ていく。更に、校内研修、みどり塾と会議等をうまくタイアップし、研
修の負担を小さくできるよう改善を図る。また、メンターに対する個
別のOJTの時間（みどりランチ等）を希望制や予約制にするなどの
工夫を図る。特に来年度は、コーディネーター、メンター等の役割分
担を明確にし、より組織な運営を目指す。

⑨保護者，地域との連携

保護者とともに課題解決に
取り組み，ともに児童の成
長を喜ぶことができる連携
をつくる。

家庭でのメディアの長時間
利用という課題について，保
護者と共通理解する場を設
定し，PTA活動と効果的に連
携させた取組を実施する。

教頭

家庭でのメディアの利用時
間が，加賀市平均の２倍
以上であり，改善は急務で
あり、その改善のためには
保護者との連携が不可欠
である。

【努力指標】
保護者と教職員が，児
童の課題及びその解
決に向けた取組を共通
理解し，連携しながら
その解決に努めてい
る。

メディア利用に関する実情及び取組を
理解し，学校，家庭が連携して取り組む
ことができたと答えた保護者や教職員
の割合が，
A:90%以上である　　B:80%以上である
C:70%以上である　　D:70%未満である

7月・12月に保護
者、教職員の方に
アンケートを実施

　B A

１学期８８％、２学期８９％、３学期１００％（教職員のみ：休校のた
め保護者アンケートは未実施）であった。児童のメディアの長時間
利用という課題は解決に至っておらず、引き続き取組が必要であ
る。今後も、①学校説明会やメディア教室等における保護者への発
信、②学級活動等を通した児童への指導、③PTAと協力したげんま
んカード等の取組は、その内容をリニューアルして引き続き実践す
る。

⑩教育環境整備

指導しやすく働きやすい環
境整備に努める。

指導しやすい環境のために
教材教具等を整理する。ま
た，働きやすい環境整備の
ために，整理整頓する時間
を定期的に設定する。

教頭

定期的な施設等の点検に
より，安全な環境について
の整備・修繕は進んでいる
が，指導のための教材教
具の整備等については不
十分である。

【努力指標】
教職員が，指導しや
すく働きやすい環境
が整っていると感じ
ている。

指導しやすく働きやすい環境整備に努
めていると答えている教職員の割合が，
A:90%以上である　　B:80%以上である
C:70%以上である　　D:70%未満である

7月・12月に教職員
にアンケートを実
施

A A

いずれの回答も９０％以上であった。今年度に引き続き、学校全体
での共通のシステムや教具をそろえ、環境整備に努める。特に今
後は、①ICT機器の活用を視野に入れた教室環境の整備、②児童
の１日の動線等を考えた環境の整備、③整理整頓タイムの定期的
設定等の改善を図りながら、学び及び働き方改革のための更なる
環境整備に努める。

学校関係者評価

学　校　評　価　【　計　画　書　・　報　告　書　】 加賀市立湖北小学校　

学校教育ビジョン
　【重点テーマ】　　「輝いて共に生きる」
　【目指す児童像】　「きらり輝く湖北っ子～つながりを基盤として～」　①主体的に学び, 自らのよさを輝かせる子　②人とつながり，共に生きるよさを実感できる子
　【基本方針】〇学びとつながる（主体的な学びにつながる授業改善・「できた！」につながる学力の定着）
　　　　　　　〇人とつながる　（学級活動の推進・児童の自治力を高める取組・つながり合える学級経営）
　　　　　　　〇未来とつながる（道徳教育の推進・健康教育の推進・命を守る取組の推進）
　　　　　　　〇その他　　　　（働き方改革）

・自転車に乗る際のヘルメット着用の義務化や新設された白山眺望広場への指導については適切であった。日頃の様子から、児童のヘルメット着用率も上がってきていると感じているし、広場での児童の行動も適切であると思う。
・玄関施錠の徹底は、児童の命の安全という点で何より重要なことであるので、このまま続けてほしい。
・今回の新型肺炎の問題を踏まえ、今後の感染予防に備えて、マスクやアルコール消毒液等については備蓄しておくようお願いしたい。
・学力の基盤になるものは、規則的な生活習慣が基盤である。「早寝、早起き、朝ごはん」や「テレビやゲーム視聴時間」が大きく関係しているので、今後も継続した指導をお願いしたい。保健管理のB判定は、家庭での協力がないとできないので、常に重要
性を発信していってほしい。
・学力については、県平均より「大きく下回る」から少しずつ改善されており、学校の努力のおかげと感謝している。今後も毎年、良い結果に向かっていくよう指導をお願いしたい。
・自分から挨拶することについての指導も引き続きお願いしたい。
・年賀状を廃止し、「学校だより」にて公職者へ新年の挨拶を行ったことは、働き方改革の上でも有効であるので、今後もそれでよい。今後は、学校と地区行事の再整理を行う、来賓への連絡はグループメールで行う等ができると、更によい。。


