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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 評価の観点 実現状況の達成度判断基準 判定基準 備考 評価 成果と課題 次年度への対策

算数の学力の向上を
図る。

授業改善の重点項目を①ペア・グループ
学習の効果的な活用②根拠や筋道を明
確に表現させる指導の工夫とし算数科の
活用力を身につけさせる。

教務主任
各学年

学力テストの結果をみると、基礎・基本や活
用力が身についているとはいえない。重点
項目を絞っての取り組みが必要である。

【成果指標】
学年相当の算数の学力が身につい
ている。

学期末まとめテスト　８０点以上の児童が
　Ａ　８０％以上である
　Ｂ　７０％以上である
　Ｃ　６０％以上である
　Ｄ　６０％未満である
※期待得点については、別に定める。

Ｃ、Ｄの場合朝自習・
チャレンジタイム・家
庭学習の内容につい
て再検討する。

学期ごとに、評価
テストを行い、結
果を分析し、指導
力向上に努める。

B

観点別では知識・理解が８７．４％、技能が
８０．９％であった。チャレンジタイムや家庭
学習の定着の成果が表れている。但し、全
体では７８．７％であった。タイムマネージメ
ントを意識し、適用題の時間を十分取れるよ
うに授業改善を行っていく。

授業改善の重点として適用題の時間を
十分にとる。また、数学的考え方の力を
伸ばすために「こんな見方・考え方できる
かな」の項目を意識していきたい。

体力の向上を図る。
体育授業での運動量の確保、スポチャレ
の取り組み、外遊び等をより一層進める。

体育担当

昨年度の体力テストの結果，ほとんどの種
目で県平均を下回った。昨年に引き続き体
力向上に向けての取り組みが引き続き必要
である。

【成果指標】
学年相当の投げる力、持久力が高
まっている

体力テストのボール投げ、シャトルランの記録で
県平均をこえる男女別クラスが
　A　７５％以上である
　B　６０％以上である
　C　５０％以上である
　D　５０％未満である

Ｃ・Dの場合指導・支
援を再検討する。

6月、11月に体力
テストを実施する。 B

11月の体力テストで、シャトルランは、6
年生女子以外の全クラスで県平均を上
回った。ボール投げは、半数のクラスし
か上回らなかった。

次年度は持久力を向上させることに
絞って行う。また、2学期のマラソン練
習で成果が表れたので、休み時間の
マラソン練習の機会を増やしていき
たい。

共感力を高める

道徳の授業内容を充実させ，教育活動全
体を通して道徳的価値を高める。また，授
業参観等で授業公開することで家庭とも
連携できるようにつなげる。

道徳教育
推進教師

昨年度の道徳教育取り組みの結果から，規
則尊重と生命尊重の態度の育成があげら
れ，今年度も引き続き取り組みを進める。

【成果指標】
特に重点項目について十分な授業
実践が行われている。

重点項目について十分に授業実践することがで
きた教職員が
　A　９０％以上である
　B　８０％以上である
　C　７０％以上である
　D　６０％以上である

C、Dの場合、改善
策を再検討する。

毎月、教職員が道
徳教育全体計画
別様①に、実践内
容を記録する。

A

特に重点項目についての十分に授業実践
することができたと答えた教職員の割合が
100%だった。主に年間指導計画に従って実
践した成果であると思われる。１学期には１
００%に達しなかったので年間を通して計画
的に進める必要がある。

来年度も引き続き家庭と連携しなが
ら道徳授業の実践を行う。また、児童
の実態に即した重点項目を設定し、
よりよい道徳教育の充実を目指した
い。

②生徒指導
規範意識の向上を図
る

次の取組を通して、「廊下を歩く」の意識を
高め、行動につなげる。1学期は、巡視活
動を行い、安心・安全の観点で指導する。
2学期は、「スピード違反」取組を実施し、
児童相互での自律の力を高める。

生徒指導主事
（生徒指導委員会）

規範意識の低さから、廊下を走る児童が多
い。児童の規範意識を向上させ、誰もが安
心して、安全に生活できる環境を整える必
要がある。

【成果指標】
児童は生活のきまりを守って学校生
活を安全に過ごしている。

児童アンケートにおいて、「安全にろうかを歩いた
り、階段を上り下りしたりしている」の項目が
　　A：８０％以上である
　　B：７０％以上である
　　C：６０％以上である
　　D：６０％未満である

C・Dの場合、改善策を
再検討する。

１，２学期末に児
童にアンケートを
実施する。

A

「生活のきまりを守っている」と答えた児
童が８３％、「廊下や階段を安全に使用
している」と答えた児童が８１％だった。
廊下の右側を歩く児童が増え、規範意
識が高まってきている。

来年度も「スピード違反」の取組を継
続する。現在はまだ、児童間での注
意が上手く機能していないので、児
童会との連携で取組を強化していく。

③進路指導・キャリア
教育

自分の良さに気づき、
最後までやり遂げる児
童の育成を図る。

行事を中心に日常生活の中で自分の良さ
に気づき、最後までやり遂げるための指
導を行う。

キャリア教育担当
者

昨年度のキャリア教育アンケートの結果よ
り、自己理解・自己管理能力が県平均を下
回った。

【成果指標】
児童は自分に良さがあると感じてい
る。

自分には良いところがあるという児童が
　A　９０％以上である
　B　８０％以上である
  Ｃ　７０％以上である
　Ｄ　６０％以上である

C、Dの場合、改善策
を再検討する。

１，２学期末に児
童にアンケートを
実施する。

B

「自分には良い所がある」と答えた児童
は８１％であった。行事を中心とした日
頃の指導の成果である。課題として、
「良い所がない」とはっきり答える１７名
の児童への支援を考える必要がある。

学校行事での取り組みだけでなく、
学級活動で使える構造的エンカウン
ターの研修会を実施し、自己肯定感
を高める授業を取り入れられるように
したい。

④安全管理
安全な登下校につい
てのスキルの向上を
図る。

「作見っ子のきまり」をもとに登下校の約束
を確認する。また、学活の時間等に、安全
な登下校について学習し、意識を高めると
ともに、行動できるようにする。

生徒指導主事
（生徒指導委員会）

登下校のマナーが悪く、しばしばトラブルが
起きる。登下校のマナーについて意識を高
めるとともに、安全に登下校できるスキルを
身につける必要がある。

【成果目標】
安全な登下校についての学習を行
い、自校で作成したスキル表の内容
を身につけることができる。

スキル表の内、安全な行動について７～８項目で
きているという児童が
　A：８０％以上である
　B：７０％以上である
　C：６０％以上である
　D：６０％未満である

C・Dの場合改善策を
再検討する。

１，２学期末に児
童にアンケートを
実施する。

B

安全な行動について７～８項目ができてい
る児童は、７６％であった。
前年度よりも、安全帽をかぶったり、交通
ルールを守ったりする児童が増え、登下校
時の問題行動は減少した。しかし、未だ、学
期に１回程度、駐車場でトラブルが起きる。

次年度もアンケートを実施すると共
に、季節や時期にあわせた注意喚起
を児童にする。また下校指導を充実
する。
（水たまり・柿の実・学期末の荷物・
雪）

⑤保健管理
けがや事故の防止に
取り組む。

月ごとにけがや事故の起きた場所や原因
について検討し、けがを予防する態度を
育てる。

保健主事
養護教諭

けがや事故の発生率が高く、児童の危機管
理意識が低い。

【努力指標】
　けがの発生原因を考え、その方策
を検討しけがの予防に努める。

年間を通して、けがや事故の防止について働き
かけることができたか。
　A　できた
　B　ほぼできた
　C　あまりできなかった
　Ｄ　できなかった

Ｃ・Dの場合、指導と対
策を再検討する。

病院に行ったけが
の状況を教職員で
共有し、１，２学期
末に教職員にアン
ケートを実施す
る。

Ａ

職員会議で病院受診したけがについ
て報告したり、保健委員会の児童が
けが予防について学校保健委員会や児童
集会で働きかけることが出来た。働きかけ
の割にけがの件数が減らなかったことが課
題である。

毎学期している「早寝早起き朝ごは
ん調べ」の結果から、生活習慣の見
直しを図る必要があるので、次年度
はこのことについて重点的に取り組
みたい。

⑥特別支援教育

特別なニーズを持つ
児童の支援について、
全教職員で理解を深
め、支援の仕方を検
討して実践する。

支援委員会と全体研修会を開催して、より
よい支援の仕方を検討して実行する。

特別支援教育
コーディネーター
教育相談担当者

支援委員会で学級全体の支援も含めて、具
体的な支援の仕方を決定し、支援を実践し
ている。

【努力指標】
　支援委員会を中心に、個人や学級
への具体的な支援の仕方を決め、実
践しようと努力している。

支援委員会と全体研修会をもち、支援方法を話
し合い,支援を行うことが
　A　できた
　B　ほぼできた
　C　あまりできなかった
　Ｄ　できなかった

C・Dの場合、取り組み
体制を再検討する。

１，２学期末に教
職員にアンケート
を実施する。

B

毎日の支援割をボードに掲示して細かい変
更を伝え、必要なクラスに支援員が入れる
ようにした。全体研修ではケース検討会をも
ち、問題を共有したり対応を話し合ったりす
ることができた。今後さらに、支援員と担任
との連携を細かく取れるようにしたい。

担任と支援員との情報交換の時間を
確保し、スムーズな支援につなげた
い。

⑦組織運営
教職員各々が校務に
責任をもち、学校教育
目標の具現化を図る。

各担当者が学校教育目標の実現に向け
て企画・立案を行い、同僚性を発揮し、教
職員相互が連携・協力しつつ実践する。

教頭
各担当者

各部で部会を開き、取組について立案し、職
員会議でさらに検討し全体共有を図ってい
る。

【努力指標】
各分掌ごとに学校教育目標を意識
し、工夫改善した企画・立案に努める
と共に教職員の同僚性が高まってい
る。

学校教育目標を意識し、工夫改善した企画・立
案に自分の考えを
　A　言えた
　B　時々言えた
  Ｃ　あまり言えなかった
　Ｄ　言えなかった

C、Dの場合、改善策
を再検討する。

１、2学期末に教
職員にアンケート
を実施する。

B
「あまり言えなかった」と答えた
職員が１人いたが、後の職員は
「言えた・ときどき言えた」と回答
していた。

来年度はさらに同僚性が高まるよう
な職場作りに努め、誰でも意見が言
えるようにしたい。

⑧研修

全職員が自己研鑽・
研修に努め、授業力
向上、危機管理意識
等の向上を図る。

授業研究、校内研修等を通して、個々の
指導力向上や授業力向上を図る。

研究主任
授業力向上に向けて、昨年度の課題に基づ
いた今年度の取り組みを共通理解し、計画
的な研修会を実施していく必要がある。

【努力指標】
授業研究、校内研修、職務研修が行
われ、個々の指導力が高まってい
る。

授業研究や校内研修、職務研修等を通して，
個々の指導力向上に努めることができた職員が
　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。

C・Dの場合、改善策を
再検討する。

１、2学期末に教
職員にアンケート
を実施する。

B

「個々の指導力向上に努めている」と答えた
職員は「はい」「どちらかといえばはい」を含
めて９５％であった。授業研究や校内研修
の成果が表れている。しかし、「はい」と回答
した職員は３８％であったので、ニーズに
あった校内研修をする必要がある。

指導力向上のための授業研究や校内研
修は継続していく。だたし、校内研修に関
しては内容や回数などを吟味していきた
い。

⑨保護者、地域との
連携

保護者、地域との連
携を深め、信頼される
学校づくりをめざす。

授業参観、学校公開で子どもの活動を積
極的に公開する。
お便り等で児童の様子を知らせるととも
に、学校HPで学校行事や給食献立など情
報公開する。

教頭
学級担任

お便りを通して、児童の様子を保護者に伝
えている。HＰでは、毎月、行事予定や給食
献立を更新している。

【満足指標】
保護者はお便りや、HＰを通して学校
の情報を得ることができる。

学校のことがよくわかると感じている保護者が
　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。

C、Dの場合、改善点
の検討をする。

１、2学期末に保
護者にアンケート
を実施する。

Ａ
「学校のことがわかる」という肯定的な
回答が、９３％であった。HＰの更新や学
級通信の増加等が昨年度より上回った
理由であると思う。

机の中に学級だより等が残っており
保護者の手に届いていないことがな
いよう、配慮する。

⑩教育環境整備

児童が安全な学校生
活を送るために、施
設・設備の安全点検を
実施して、改善する。

毎月安全点検を行い、学期末には、全教
職員による複数体制での施設・設備の安
全点検を実施し、危険防止に取り組む。

教頭
各管理担当者

安全点検は定期的に行われており、
計画的に修繕を進めている。

【努力指標】
危険防止の意識が高まり、施設の不
備を未然に察知することで、改善に
向けた努力を行っている。

全教職員による安全点検を通して、施設・設備の
改善をすることができたか
　A　できた
　B　ほぼできた
　C　あまりできなかった
　Ｄ　できなかった

C、Dの場合、原因つ
いて再検討する。

安全点検の結果
を元に改善された
かどうかを判断す
る。

Ａ
月１回の安全点検や日常の点検によ
り、不備な点を修理したり改善すること
ができた。

今年度同様、全職員が危険防止の
意識を高め、安全な学校作りに努め
ていきたい。

⑪読書習慣
読書習慣を身につけ
るとともに、読書の質
を高める。

いしかわ学校読書の日を中心に、ノー
ゲームディに取り組むと共に家庭読書を
呼びかけ、家庭での読書習慣及び読書の
質を高める。

司書教諭

ノーゲーム・ノーテレビデーの取り組みや、家庭
学習強化週間の取り組みで、読書への時間が
増える傾向にある。今年も引き続き、朝の読書タ
イムなどを効果的に活かして読書の楽しさを伝
え、家庭での読書の時間を増やす必要がある。

【成果指標】
ノーゲームデーの意義や、家庭読書
の大切さを各家庭で理解し、進んで
取り組むことができる。

家庭読書とノーゲームデーが達成できた児童の
割合が
　A　８０％以上である。
　B　７０％以上である。
　C　６０％以上である。
　Ｄ　６０％未満である。

C・Dの場合、改善策を
考え、指導する。

毎月児童が行う
「どくしょの日カー
ド」を学期末に集
計する。

B

７３％の家庭でノーゲームデーに取り組
み、その良さを実感する機会となった。
ただ、各家庭の事情や意識に負うところ
が多いので、全く関心を持っていない家
庭への働きかけを考えたい。

ＰＴＡを巻き込んで、自分たちの課題
として取り組んでもらえるようにする。
図書館として、家庭読書推進の視点
で後押しをしていく。

①教育課程・学習指
導

 

・マラソンなど運動を楽しむ習慣があるとよい。　　一人ひとりをほめてあげることが大切ではないか、児童を一つだけの物差しで測ることのないようにしてほしい。子ども達には様々な可能性があるので、視野の広い子どもに育ててほしい。この評価をすることが目的にならないようにして
ほしい。

学校関係者評価

学校教育ビジョン
教育目標 「未来に輝く作見っ子の育成」
目指す児童像
○自分から考える子 ○自分や人を大切にす

1．つながりが深まり、認め合う学級集団作りに努める
２．主体的に学び、確かな学力を身につけた子を育てる
３．心と体の健康力の高い子を育てる
４．家庭、地域との連携を深める

本年度重点事項

・つながりあい、認め合う学級づくりを行う。

・すべての児童の学びを支える学習指導を充実し、学力・体力の向上に努め


