
令和２年度

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
児童が楽しく学び合い、分
かる授業を目指すための学
習の基盤作りを行う。

「話す・聞く」の指導を徹底す
ることにより、学習の基盤作り
を行う。

教務主任
研究主任

「話す・聞く」に気を付けて授
業に取り組んでいると考える
児童は増えてきているが、苦
手意識を持つ児童もおり、指
導の徹底が必要である。

【努力指標】
児童は、「話す・聞く」に
気を付けて、授業に取
り組もうとしている。

「話す・聞く」に気を付けて授業に取り組もう
としている児童が
Ａ　９０％以上　　　B　８０％以上
Ｃ　６０％以上　　　D　６０％未満

児童アンケート　 7月・12月
Ｃ・Ｄの場合は、「話す・聞
く」の指導の徹底の共通理
解を図る。

A A

12月の児童アンケートでは、話す・聞くに気を付けて授業
に取り組んでいると答えた児童の割合は、91.7％であっ
た。全校で共通した掲示物を活用すると共に、今後は、教
職員が、児童の話し方・聞き方の定着を実感できるように
指導を工夫していく必要がある。

②生徒指導
※いじめの未然防止 きまりを守り、落ち着いて学

習に取り組める子どもを育
てる。

生活及び学習のきまり（山代ルー
ル）を定め、学級活動、児童会活
動などを通して子どもたちの意識
を高める。また、教師も全学年一
貫した指導をする。

生徒指導主事

授業規律や集団ルールを守
ろうとする児童がほとんどだ
が、きまりを守れない児童も
いる。

【努力指標】
児童は、生活及び学習の
きまり（山代ルール）を守
ろうと努力している。

山代ルールを守ろうと努力した児童が
Ａ　９０％以上　　　B　８０％以上
Ｃ　６０％以上　　　D　６０％未満

児童アンケート　 7月・12月
Ｃ・Ｄの場合は、指導を再
検討する。

A A

7月の児童アンケートの回答では、92％、12月は93％と
「山代ルールを守ろうとした」児童の割合は高い。しかし、
割合が下がった学年や十分にルールが守られていない
実態もあるので、今後もルールの必要性を学年に応じた
形で指導し、児童の意識を高めていく。

③キャリア教育・進路指導

自己の役割を理解し、見通
しをもって主体的に活動す
る子どもを育てる。

自分の仕事に責任をもって取り
組ませるとともに、係・委員会・縦
割り活動等の企画や運営を行わ
せることで、児童の自主性を高め
る。

児童会
キャリア教

育担当

自己の役割を理解し、仕事
に取り組む児童は多いが、
見通しをもって自主的に行動
できる児童が少ない。

【成果指標】
見通しをもって、自主的に
自分の仕事に取り組んで
いる。

係や委員会活動に自分から進んで取り組
むことができた児童が
Ａ　９０％以上　　Ｂ　８０％以上
Ｃ　７０％以上　　Ｄ　７０％未満

児童アンケート　 7月・12月
Ｃ・Ｄの場合は、指導を再
検討する。

B A

7月の児童アンケートの回答では、86％、12月は92.6％
と、「係や委員会活動に自分から進んで取り組んだ」児童
の割合が向上した。高学年は7月同様90％台と、意識が
高く、中学年も90％台に上がったことで、児童全体が自分
の仕事や役割に対する意識が高まった。今後も、自分の
仕事に自主的に取り組めるように、意識を高めていく。

望ましい生活リズムを身に
つけ、規則正しい生活習慣
の確立を図る。

すこやかカードや生活習慣アン
ケートで実態を把握し、家庭と連
携して規則正しい生活習慣を身
につけようとする意識を高める。

朝ごはんは、ほとんどの児童
が食べているが、内容は十
分とは言えない。高学年では
早寝、低学年では早起きが
できていない児童が多い。

【努力指標】
規則正しい生活習慣を身
につけようとしている。

規則正しい生活習慣を心がけた児童の割
合が
A　９０％以上　　B　８０％以上
C　７０％以上　　D　７０％未満

児童アンケート　 7月・12月
Ｃ、Ｄの場合は指導を再検
討する。

B B

7月の児童アンケートでは、83.9％、12月は84.3％と「規則
正しい生活ができるように心がけた」児童の割合は少しで
はあるが向上している。しかし、高学年のアンケートでは
意識が下がっているので、保健学習などで「早寝・早起
き・朝ごはん」の必要性を理解させて高学年の意識向上
につなげる。

体を動かすことの楽しさを味
わわせ、たくましい体と心を
つくることを目指す。

体育の授業の導入にリズムト
レーニングを取り入れ、楽しみな
がら体力向上を図る。また、体育
の学習や体育行事で目標達成で
きる場の設定をし、達成感を味わ
わせる。

体育の授業が楽しいと感じる
児童が多いが、思い通りに
体をコントロールできない児
童がおり、体力テストの結果
は、運動能力が高い児童と
低い児童の二極化が進んで
いる。

【成果指標】
１学期と２学期の反復横
跳びの結果を測定し、２学
期の結果が１学期の結果
を上回る。

１学期の結果を上回った児童が
A　８０％以上　　B　７０％以上
C　６０％以上　　D　６０％未満

体力テスト　6月・12月
Ｃ、Ｄの場合は個別指導を
継続して行う。 C

１２月に、反復横跳びの結果を測定したところ、１学期の
記録を上回っていた児童の割合が68.3％であった。リズ
ムトレーニングの取り組み方に関してクラス間に差があっ
たので、取り組みの必要性をはっきりさせ、リズムトレー
ニングを行いやすくするための環境整備に取り組みた
い。また、体育の授業を通して、様々な体の動かし方の感
覚を養っていきたい。

⑤安全管理
児童・職員が安心・安全に
過ごすことのできる教育環
境を整備する。

毎月定期的に安全点検を実施す
るとともに、日常的に把握した不
備な箇所は速やかに整備する。

教頭
生徒指導

主事

日常的に安全点検するととも
に、職員からの情報を得る努
力をし、不備な点があれば迅
速に対応している。

【成果指標】
学校内の施設・設備の不
備に対し、迅速に把握し
対応している。

施設・設備の状況を把握し、迅速に整備・
修繕ができたと思う教職員が
A　９０％以上　　B　８０％以上
C　７０％以上　　D　７０％未満

教職員アンケート 7月・12
月
C・Dの場合、速やかに改善
する。

A A

A23％＋B74％＝97％で結果はAだが、３％は改善の必
要性を感じている。校舎の老朽化により、不備な点も多い
が、児童の安全確保に向け、今後も全職員で安心安全な
環境整備に努める。また、児童への安全指導の徹底を
図っていく。

⑥特別支援教育
情報交換やニーズの把握に
努め、個に応じた指導の工
夫と研修の充実を図る

困り感のある児童に個別の支援
シートを作成し、専門相談に基づ
いて効果的な支援を図る。児童
の実態や職員のニーズに合わせ
て、研修内容や支援員配置を工
夫する。

特別支援教
育コーディ
ネーター

校内支援委員会で支援の方
法を話し合っているが、支援
を必要とする児童の数が多
く、より効果的な支援体制や
方法を検討する必要がある。

【努力指標】
児童の実態を把握し、支
援委員会、個々の支援体
制や方法を話し合い、より
効果的な支援ができるよ
うに努める。

特別支援体制とその効果に満足している教
職員の割合が
A　９０％以上　　B　８０％以上
C　７０％以上　　D　７０％未満

教職員アンケート 7月・12
月
Ｃ、Ｄの場合は、体制や指
導のあり方を再検討する。

A A

アンケートの回答では、７月が90％、１２月が93％と、概
ね満足していると回答した教職員の割合は高い。支援を
必要とする児童が多く、十分な支援が行き届かない部分
も見られるが、今後も児童の実態をきめ細かく把握し、
ニーズに応じた効果的な支援ができるよう組織的に取り
組んでいきたい。

⑦組織運営・業務改善 学年会、主任会を定例化、
業務の平準化、機能化を進
めるとともに、保護者の理解
を呼びかけ、業務改善を推
進する。

組織的・効率的に勤務すること
で、業務改善につなげる。 教頭

昨年度、時間外勤務が超過
した教員がおり、より一層校
務のICT化を進め、平準化を
図る。

【努力指標】
組織的・効率的に動き、業
務改善につなげることが
できたか。

組織的・効率的に動き、業務改善に努めた
とする教職員が
A　９０％以上　　B　８０％以上
C　７０％以上　　D　７０％未満

教職員アンケート7月・12月
Ｃ、Ｄの場合、組織体制や
運営方法について再検討
する。

D C

Ａ＋Ｂの割合が64％→78％と上がったが、結果はCであ
る。今年度は例年と違って感染症対策を取った新たな提
案をしなければならなかったことや、２学期に行事が集中
したことで、業務改善が難しかった面がある。職員会議や
主任会の持ち方、職員朝礼・終礼などを見直し、改善して
いく。

⑧研修 国語科の授業作りを中心に
研修をすすめ、児童の主体
的・対話的で深い学びを実
現するための授業改善を図
る。

対話的な学びを充実させるため
の研修をすすめ、児童自身が学
びを自覚できる振り返りについて
工夫する。

研修部

交流場面では、活発に話し
合う姿が見られるようになっ
てきたが、児童自身の学び
の実感は十分ではない。

【成果指標】
研修を生かして目標達成
のための意図的な交流と
振り返る活動を設定し、授
業改善を行っている。

研修を生かして授業改善を行った教職員が
A　９０％以上　　B　８０％以上
C　７０％以上　　D　７０％未満

教職員アンケート7月・12月
Ｃ、Ｄの場合、授業作りにつ
いての共通理解を再度図
る。

C B

教職員評価より、授業改善を行っていると回答した教職
員の割合が87％であった。今後も、意図的な交流や振り
返る活動について、一人一人の授業改善につながるよう
な研修を行い、学年会で具体的な取り組みを確認してい
く。

⑨保護者，地域との連携
学校が親と子、地域とを結
びつける役割を果たしてい
けるようにする。

学校だよりや各種おたより・ホー
ムページ等を通して学校が親と
子を結びつける役割を果たし、保
護者との連携を強化していく。

教頭
各担任

各種おたよりを定期的に発
行したり、ホームページを更
新したりして学校の様子を保
護者や地域に伝えており、更
なる充実を図る。

【満足度指標】
各種おたよりを定期的に
発行したり、ホームページ
を更新したりして学校の様
子を保護者や地域に伝え
ることができている。

学校だよりやホームページ等で学校の様子
が分かると感じている保護者が
Ａ　９０％以上　　Ｂ　８０％以上
Ｃ　７０％以上　　Ｄ　７０％未満

保護者アンケート7月・12月
C・Dの場合、原因を分析
し、改善策を立てて実践す
る。

C B

保護者アンケートの結果、79.5％→83.2％と上がってい
る。学年差や学級差がないように、日々いろいろな情報を
保護者や地域に発信していく。また、開かれた学校づくり
を意識し、行事以外でも普段の学校の様子を伝えていく。

⑩教育環境整備
授業で積極的に視聴覚機
器を活用できるようにICT環
境の整備に努め、利用しや
すい環境を整える。

校内のICT環境を整備したり、研
修会をしたりすることで、効果的
に視聴覚機器を活用した教育活
動の実現を目指す。 情報担当

本校は80台近くのタブレット
端末が配備され、デジタル教
科書等の導入も進んでいる。
教職員がさらに視聴覚機器
を活用できるように、働きか
けていく必要がある。

【成果指標】
教職員が、授業等で視聴
覚機器を活用できている。

授業等で視聴覚機器を活用できていると思
う教職員が
A　８０％以上　　B　７０％以上
C　６０％以上　　D　６０％未満

教職員アンケート7月・12月
Ｃ,Ｄの場合、視聴覚機器の
活用に関する研修を再度
行う。

A A

教職員アンケートの結果、7月は94％、12月は86％であ
り、「授業等で視聴覚機器を活用できていると思う教職
員」が多いことがわかる。このことから、視聴覚機器が
揃った本校の環境を個々が有意義に活用できていると考
えられる。今後、GIGAスクール構想の本格化により、さら
なる視聴覚機器の活用が求められる。教職員の研修な
ど、継続して体制を整えていく。

学校関係者評価
コロナ禍で難しい学校運営が迫られる中、児童１人１人の健康管理に努め、タブレット端末等を活用して授業を行ったり、感染防止に努めながら学校行事を実施したりと、様々な工夫がされている。保護者の立場として、学校
の日々の教育活動に感謝している。今後は、改善が必要な項目についての具体的な方策を実践し、安心安全でよりよい学校づくりをお願いしたい。

学　校　評　価　【　計　画　書　・　報　告　書　】 加賀市立山代小学校　　校長　　佐野　隆好　印

学校教育ビジョン
１．安心・安全な学校づくり　　　　　・危機管理意識を高く持って情報共有して組織的に対応、「いじめ」「不登校」のない学校の実現（←規範意識の醸成、児童の自己肯定感、自己有用感を高める積極的生徒指導）
２．規則正しい生活習慣と体力の向上　・「早寝・早起き・朝ごはん」の定着、食育の推進、運動する楽しさとたくましい心と体の育成
３．つながりを大切にした学級づくり　・一人一人を大切にした互いに認め合える、あたたかく優しさのある学級づくり
４．授業改善と学力向上　　　　　　　・基礎基本の定着、組織的に授業改善を推進、学習規律・学習習慣の確立、校内研修の活性化による授業力の向上→学力向上
５．家庭や地域との連携・協働の強化　・家庭や地域との連携・協働、キャリア教育の充実
６．働きやすい職場づくり　　　　　　・業務改善及び業務の平準化、温かく風通しのよい職場づくり、ワークライフバランスのとれたライフスタイルの充実

④保健管理
保体部
（保健主事）
（体育主任）


