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さぬき市立石田小学校 

 

今、学校では、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校及び設置者等が学校運営の改善を図るこ

と、及び、評価結果等を広く保護者等に公表していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校評価の目的】  

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成 

に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を図ること。 

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明により、適 

切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携 

協力による学校づくりを進めること。 

「学校評価ガイドライン（文部科学省 平成２２年改訂）」より 

 

【学校評価に関する規定】 

◆学校教育法◆ 

第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基

づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。 

◆学校教育法施行規則◆ 

第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 

第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の

職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 

第68条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者

に報告するものとする。 

 



平成２５年度 自己評価・学校関係者評価に係る評価結果等報告書 

 
さぬき市立石田小学校  校長 藤 井 美栄子  

 評価項目 評価(４段階) 自己評価結果と改善方策等 学校関係者評価結果および意見等 

１ 信頼される学校に関

すること（開かれた学

校，教職員の資質向上

等） 

３ 

「教材研究、打ち合わせの時間確保」「会議での発言」「予

算編成への積極的参加」「社会人講師の招聘」に課題が覗え

る。 

時間確保については、必要最低限の会合に抑えているが、

雑多校務・事務の処理、職員間の打合せが不十分というの

が現状だろう。他校の工夫など状況を聞いたり、補習に費

やす時間を削減するために学習指導のあり方を改善したり

等、時間を生み出す工夫を引き続き模索し、教員の資質向

上のための自己研修、教材研究、職員間の共通理解の時間

を確保したい。 

社会人講師の招聘については、今でも活用しているが、

学校支援ボランティア促進事業の一層の活用を図っていく

ことを今後も継続していきたい。 

その他、自由参観週間の実施、学校・学級だよりの充実

に加え、ホームページの定期的な更新、保護者アンケート

結果の公表、保護者からの質疑にも文書で回答している。

学級では、連絡帳を通して保護者との日常の連絡を密にし

ていくことで、一層信頼を深めたい。 

【評価項目１】信頼される学校に関すること 

○ 地域の方々とのつながりや連携はできていると感じる。 

○ 資質の向上等に向け、市内外を問わずに、上手な学校運営が

できているところの情報を入手したり、情報交換会等外部から

の情報を共有したりすべきだ。 

○ 連絡帳を通して保護者とのより一層の意思疎通、信頼の構築

をしていただいているのはとてもありがたい。 

○ 教員自身の自己研修・教材研究の時間が限られるようだが、

時間を生み出す工夫をして、今後も取り組んでいただきたい。 

○ 教材研究の時間はなかなかとれないと思うが、職員間で資料

を共同で作成したり、これまでの教材教具などの保管を活用し

たりして、能率化を図ってほしい。 

○ 学校支援ボランティアは、学校の要望があれば努力して支援

するので、何からでも活用してほしい。卒業文集のパソコン入

力の手伝いや昼休みの安全見守りなどでも構わない。 

 

 

 

【評価項目２】確かな学力と主体的な学びを生む場の実現に

関すること 

○ どの学年の児童も、落ち着いた態度で授業に取り組めてお

り、非常によかった。積極的な発表は、教師の発問によるとこ

ろが大きいので、その辺りを研究のテーマにしてはどうだろう

か。 

○ 頑張っている児童をみんなの前で誉めることが大切ではな

いか。 

○ 日ごろより、家庭でも宿題以外の学んだことの復習につい

て、子どもと話しているが、親子間では感情が入りすぎて難し

い面がある。家庭学習の習慣化や工夫などについての先生から

の話や指導は、子どもの心に残る大変有意義なものだと思う。

２ 確かな学力と主体的

な学びを生む場の実

現に関すること 

３ 

「忘れ物」「意欲的な学習」「話を聞く」「高め合い、意見

交流」「宿題以外の家庭学習」「効果的な学習指導」に課題

が覗える。 

学習準備・学習意欲については、めあての設定、発問の

工夫、学習形態の多様性、児童の意識付けなど、教師の指

導技術の工夫改善を図りたい。 

家庭学習については、自主学習に取り組んでいる児童を

賞賛し、広めることで家庭学習の習慣化を図っている。加

えて平常時の日課表を作成し、帰宅後すぐの宿題や連絡帳

の確認の習慣化を図りたい。その中で、家庭学習の時間配

分や関連した宿題を設定する事でより一層の家庭学習の充

実を目指したい。 



効果的な学習指導では、「比較する力」と「理由を求める

力」に焦点を絞り、特に、国語・算数・理科・社会の授業

では、毎時間キャラクターカードを活用し、思考力の育成

を更に進めたい。今後、小テストやドリルの反復練習、個

に応じた計算プリント等の準備を通して、個別指導を充実

させ、確実な習得を図っていく。 

 

 

機会を捉えてどんどん話してほしい。 

○ 家庭学習については、低学年の頃から習慣化させることが大

事。宿題や自主学習についても全校統一の必要がある。学級担

任によって、あまり偏りがないようにすべきではないか。 

○ １日の時間割を書いていない学級があった。１日の見通しを

持たせ、休み時間、次の授業の準備などを子どもたちに意識づ

けることが大切ではないか。 

○ 授業はほとんどの学級が落ち着いている。 

【評価項目３】少人数指導に関すること 

○ 少人数指導の事前打ち合わせは、必ず実施すべきことなの

で、週時程に位置づけておく等の工夫が必要だろう。 

○ 少人数指導により、先生とのふれあいが深まったり、先生か

ら褒められたりすることは、子どもたちの学習意欲の向上につ

ながると思う。学校経営には大きな負担が強いられると思う

が、現状を維持していただきたい。 

○ 少人数指導は、保護者にその目的などが伝わっていないので

はないか。少人数担当と授業者との打合せや授業の流し方の共

通理解が必要であるが、難しい。 

 

【評価項目４】道徳教育の充実に関すること 

○ 学習参観日の教科は、同じ教科でなく、道徳なども入れて調

整していくのはどうだろうか。 

○ 石田小学校は、体験学習や行事が充実しているので、事後指

導の中に子どもたちの感想やこれからの生き方（考え方）を短

時間でもいいから入れていくとよい。 

 

 

 

【評価項目５】時代に変化に対応した教育に関すること 

○ 普段の教室での授業で、インターネットが対応できるような

環境を整備して、活用してほしい。 

○ 異学年が仲よくできていると感じる。 

 

 

３ 少人数指導（少人数学

級）に関すること 

３ 

「少人数指導の成果の伝達」に課題が覗える。今年度は、

単学級の４年の国語・算数、５年の算数、１年の算数を中

心に、少人数指導を実施してきた。少人数指導体制が導入

され、その手法や意義も定着しつつあることから、これま

で行ってきたように、少人数だよりを毎月発行とまではし

なかった。それゆえ保護者に伝わりにくかったと考えるが、

今後は、学年だよりの中で様子や成果を逐次報告していき

たい。 

また、授業参観の折に少人数指導の授業を公開し保護者

へ伝えていきたい。 

４ 道徳教育の充実に関

すること 

３ 

「学校生活、他教科との関連」「自分の役割を考えた清掃」

に課題が覗える。学校・家庭・地域社会が連携して子ども

たちの道徳性の育成のために、毎月、道徳の日を設定して

いる。特に、学校行事との関連を図り、体験を通して学ぶ

ことができるように今後も工夫していく。 

清掃については、概ねできていると判断しているが、今

後は“黙って”“時間いっぱい”“考えて”清掃を常時指導

し、当たり前にできる児童の育成を図りたい。 

５ 時代の変化に対応し

た教育に関すること 

３ 

「コンピュータ他多様なメディアを取り入れた学習」「異

学年の交流」「活動の楽しさの体感」に課題が覗える。 

メディア教育については施設・設備的な要因もあるが、

一層の充実を要望していくとともに、時代に応じた学習を

心がけたい。 

また、毎月２回実施しているなかよし活動の内容を見直

し、清掃活動や校外学習などでも異学年交流が可能か模索



していきたい。 

新しい知識・情報・技術があらゆる活動の基盤として重

要性を増すことを教員一人一人が認識し、児童に身に付け

させなければならない力を育んでいきたい。 

 

 

 

 

【評価項目６】学校図書館教育に関すること 

○ ２３が６０読書運動を奨励し、朝礼などで賞状を渡すなど意

欲化を図る工夫をしてはどうだろうか。 

○ とにかくいろいろな場面（例えば授業中でも）で本を読ませ

る事、そして誉めることが必要だと思う。 

○ 本を読むのが好きな子が多いのではないだろうか。朝の読書

では、教員もともに読んでほしい。 

 

 

【評価項目７】自己指導能力を育てる生徒指導に関すること 

○ あいさつについては、通学班でのグループ内で、上級生が実

際に模範を示すことが大切だ。 

○ あいさつができる子は多くなっていると感じるが、もっと元

気にあいさつできるとより良いと思う。 

○ 地域の人へのあいさつはよくできているのではないだろう

か。 

 

 

 

【評価項目８】人権教育に関すること 

○ 一人一人の児童が、豊かな表情である。先生と生徒とのつな

がりが、いじめをなくす発見の大元と思う。常に児童の気持ち

を大切に指導してほしい。 

○ 信頼できる先生がいることで子どもたちの気持ちもおおら

かになれると思う。「一人一人への声かけ」等を今後とも積極

的に取り組んでいただきたい。 

○ 悩みとかあれば、「こんなことで」と思わず、よく聞いてあ

げることが大事。特に担任に言えないようなこともあるのでは

ないだろうか。 

６ 学校図書館教育に関

すること 

３ 

本年度、文部科学大臣表彰を受賞するなど、これまでの

読書指導の成果が出ていると教員は判断していたが、児童

評価では「読書が足りない」と考えていることが分かった。

図書館支援員を活用し、図書の整備や読み聞かせ等の充実

を図ったり、保護者の中からボランティアを募り、昼休み

の読み聞かせを定期的に行ったりしてきた。 

読書を宿題にし、２３が６０読書運動の取組を充実させ

るとともに、担任による読み聞かせや本の紹介、本を借り

る日の設定等を続け、読書への意欲化を図っていく。 

７ 自己指導能力を育て

る生徒指導に関する

こと 

３ 

 「家族や地域の方へのあいさつ」「登下校中のあいさつ」

「10 の基本行動の実践」に課題が覗える。 

学校では、児童会のあいさつ調べや表彰などで、意欲が

高まってきているが、校外では不十分な実態が見える。見

知らぬ人でも校内でお会いする方への会釈から初め、地域

での自発的なあいさつの習慣化を図りたい。 

毎月１回生徒指導委員会を開催し、児童理解に努め、全

教職員でぶれのない指導を実践できるようにしている。家

庭での「早寝・早起き・朝ご飯」の実施を呼びかけるため

の「生活チェック表」も継続している。 

８ 人権教育に関するこ

と 

３ 

 「子どもたちの悩みを聞く」「一人一人への声かけ」に課

題が覗える。 

これまでも「みんなが楽しい学校生活を送るためのアン

ケート」を継続実施し、いじめの早期発見・早期対応に努

めるとともに、いじめにつながることを発見したときは、

毅然とした態度で指導してきた。 

 学級で楽しめる活動や児童同士の賞賛する場を工夫する

など、居心地のよい学級づくりに努めるとともに、些細な

ことでも心配なことは教師に相談できるような人間関係づ

くりに今後も努める。 



９ 健康・安全教育に関す

ること 

３ 

 「遅れずに登校」「登下校時の交通ルールの遵守」に課題

が覗える。 

学校支援ボランティアの人たちの協力を得て、登校時の

交通安全について見守っていただいた。また、毎月１回通

学班長会を開催し、安全な登校について呼びかけた。時間

に遅れがちな児童には、個別に保護者への協力依頼や本人

への声かけを行ってきた。今後も継続して個別指導に当た

りたい。 

また、自転車の乗車について、学校と保護者間で共通理

解を図るため、ＰＴＡ本部役員とも協議し、“石田っ子 自

転車の約束”を作成した。長期休業前に児童を通じて家庭

にも配布することで、安全な乗り方や乗車の範囲も含めて

家庭の協力も依頼できた。今後も継続して啓発を行い、児

童の安全意識を高めたい。 

手洗い・うがいの徹底や、就寝時刻が遅くなる児童への

声かけを行っていく。 

【評価項目９】健康・安全教育に関すること 

○ 通学班長会で意見交換をして、良い部分を取り入れ通学班で

の安全行動を充実する。 

○ あいさつや交通ルールについては、地域の協力を得て、小・

中学校が連携して指導することが大切だと思う。 

○ 不審者情報の多さからもわかるように、子どもたちを取りま

く環境は一昔前と比べ大変不安定なものになっている。学校支

援ボランテｲアの方のご協力が得られるならば、登校だけでな

く、集団下校時等にも見守りをお願いしたい。 

○ 家庭の事情等により、不規則な生活リズムとなっている児童

に対し、学校に通う子どもだけ改善するにも限界がある。保護

者を交えた学校保健委員会の開催などで、規則正しい生活の大

切さを保護者にも再認識してもらう必要がある。 

○ さぬき市民病院の駐車場で、帰りに傘を振り回して遊んでい

る中～高学年児童がいた。 

○ ヘルメットをかぶっていないで自転車に乗っている子がい

たので注意した。 

 

【評価項目 10】特別支援教育に関すること 

○ 若竹の児童がいきいきとしていたのでびっくりした。５年女

児Ａが、以前と比べ素直な感じに見えた。成長したことがうか

がえた。 

 

 

 

【評価項目 11】その他 
○ 学校行事は多種にわたっている。現状でも学校支援ボランテ

ｲアの方など地域の方の多大なるご協力をいただいており、大

変ありがたいことだ。児童数が年々減少しており、行事運営が

難しくなっている。石田っ子のよりよい育成のため、地域の方

のなお一層のご協力をお願いしたい。 

○ 学校の雰囲気や環境整備がよくできている。 

○ 子どもたちも素直で、明るく、よく頑張る子が多い。 

○ 校長先生のリーダーシップの元、教職員の和ができている。

素敵な学校である。 

10 特別支援教育に関す

ること 

３ 

特別支援コーディネーターを中心に、毎月１回の校内委

員会を開催し、児童理解や児童支援について共通理解・共

通実践を進めている。また、外部指導者を招いての個別行

動観察や対処方法の享受、保護者と教員との共通理解の橋

渡しをしていただくなど、学校・家庭が協力して支援して

いく体制を整えてきた。今後も継続して児童の成長を見守

りたい。 

11 その他（特色ある教育

など） 

３ 

「創造的なカメリア学習」に課題が覗える。総合的な学

習の時間が、より探究的な学習となり、協同的に取り組む

態度を育てる時間となるように、季節や行事、各教科、学

年間の関連を見直し、総合的な学習の時間の全体計画、年

間指導計画の作成を行う。 

 

 


