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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っては、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っ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２６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」「参画・予算編成へ

の積極的参加」「備品」に課題が覗える。 

時間確保については、今年度も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

分というのが解消されていない。現職教育の中に自主研修

を位置づけるといった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。 

参画・予算編成・備品については、教職員の自己責任の

部分にはなるが、担当する分掌や教科に必要な備品の購入、

管理、紹介は積極的且つ責任を持って果たしたい。 

その他、自由参観週間の実施、学校・学級だよりの充実、

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することで、開かれ

た学校を目指したい。 

【評価項目１】信頼される学校に関すること 

○  今回は授業を見ていないので確かなことは言えないが、前年

度指摘した教師の発問の仕方がどのように生かされているの

か見てみたかった。 

○ グループ学習させる際のグループ編成なども、児童の座席を

決める時に配慮したらどうだろうか。 

○ 自己評価にあるように、教材研究・職員間の共通理解の時間

確保に努め、資質向上につなげていただきたい。 

○ 「教材研究、打ち合わせの時間確保」が不十分というのは理

解できない。民間会社なら許されないことだ。確保できないで

はなく、確保しようとしないからではないか。教材研究など家

でもできると思うが、そこまで言うのは酷だろうか。 

○ 「学校だより」の冒頭部分は校長が書いていると思うが、こ

の年になっても教えられ、なるほどと思うことがある。この校

長での学校はもちろん信頼できる。あとは教員次第。 

○ 「学校だより」には、学校教育への理解、保護者への適切な

助言等があり、毎月読むのを楽しみにしている。 

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」「話を聞く」「発表」「高め合い、意見交流」「関

係づける力の活用」「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

導技術の工夫改善に尚一層の努力をしたい。 

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

えて家庭学習の時間配分や関連した宿題を設定するなど、

帰宅後すぐの宿題や連絡帳の確認の習慣化をより定着させ

たい。 

効果的な学習指導では、これまで特に「比較する力」と

「理由を求める力」に焦点を絞り、キャラクタカードを活

用した思考力の育成に努めてきた。今後も、継続指導とと

もに他の４つの関係づける力（順序・推理・類別・定義）

についても計画的・意識的に活用したり、小テストやドリ

ルなど反復練習、個に応じた漢字・計算プリント等を活用

【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 

○ 家庭学習に関わる宿題を設定するなど、習慣化を図っていた

だいているのは保護者としてもありがたい。今後も継続し学習

意欲の高揚をお願いしたい。 

○ 今の子どもに思考力を高めることは非常に大事だ。思考力の

育成については新聞を活用する方法がある。単に報道されてい

るものをそのまま受け売りで相手に伝えるのではなく、自分の

頭の中で書かれている記事をそしゃく、理解し推理も加えて相

手に伝える、そこに思考力も育ち高まるのではないか。教育に

新聞を･･･である。 

○ 家庭学習や宿題は、学校から帰ったらすぐにするという習慣

を低学年のうちからつけておく必要がある。が、家庭に任せら

れない子どもも多くなってくると思うので、子どもたちへの直

接の指導をお願いしたい。 

○ 発表するときの言葉遣いや発表の仕方についても全校で共

通理解して取り組んでほしい。 



したりなど、個別指導を充実させ、確実な習得を図ってい

く。 

３ 道徳教育の充実に関

すること 

３ 

「学校生活、心のノートの使用、他教科との関連、実践

力の育成」「自分の役割を考えた清掃」に課題が覗える。 

これまで香川県独自の副読本を活用していたが、近年文

部科学省作成の「心のノート」が補助教材として配布され

るようになった。昨年度は、学級付けの配布で併用が難し

かったが、今年度は「私たちの道徳」として新学習指導要

領に添って全面改定され、活用しやすくなっている。学校

で学習した「心のノート」を積極的に持ち帰らせ、家庭で

の理解と協力も得ながら実践力の育成を図りたい。また、

特に学校行事との関連を図り、体験を通して学ばせること

で、地域社会とも連携した道徳性の育成を今後も工夫して

いく。 

清掃については、習慣化が難しく、今後も“黙って”“時

間いっぱい”“考えて”行う清掃をより常時指導し、当たり

前にできる児童の育成を図りたい。 

【評価項目３】道徳教育の充実に関すること 

○  道徳性の育成は、先生・ＰＴＡが協力した学校行事の積極的

な取組により、一定の成果が現れていると思う。 

○  「自分の役割を考えた清掃」については、果たして全校児童

一律にこれでいいのか。身体的理由など考えると考え方は変わ

ってくるが、その清掃作業が汚い、きれい、難しい、簡単様々

な中で、まずは好き嫌いなく平等にというのが教育的考え方で

はないか。ただ自発的に自分の役割を考え進んで実行に移すと

いうことは、高学年では求められる作業も出てきていいので

は。平等から役割を考えた清掃への段階があっていいのではな

かろうか。 

○  学級活動と道徳とを関連づけて、具体的な事例を子どもたち

に提示することも大事では。 

○ 朝の会や帰りの会で、よい子を探し誉めてあげる。（子ども

同士、教師からの両方から、ほめられる理由もつけて） 

４ 時代の変化に対応し

た教育に関すること 

４ 

「コンピュータ他多様なメディアを取り入れた学習」「児

童の創意工夫、活発な意見交換」「異学年の交流」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。 

毎月２回実施しているなかよし班活動については、児童

会が中心となって意見を出し、それによって活動を高めて

いくといった工夫をしているので、今後も更なる充実を図

っていき、異学年交流の充実を目指したい。 

【評価項目４】時代に変化に対応した教育に関すること 

○ 日常生活における異学年交流の機会は減っており、交流を通

じて年長者・年少者の立場を感じ、考えられる場を設けていた

だき大変ありがたい。今後も交流の充実を図っていただきた

い。 

○ 上学年が下級生の世話を良くしていると感じる。 



５ 学校図書館教育に関

すること 

３ 

２５年度の文部科学大臣表彰の受賞後も継続した読書運

動は行ってきたが、児童・教員の評価としては「読書が足

りない」という結果である。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。 

また、「香川の子どもたちに読ませたい百冊コーナー」な

どを作り、意欲化を図っている。 

蔵書率を考慮しながら、魅力ある図書の購入と、学級文

庫への振り分け、廃棄などを計画的に行いたい。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、

図書を大切に扱う意識も持たせる。 

【評価項目５】学校図書館教育に関すること 

○ ２３が６０読書運動の表彰をする折、児童の読後感想を発表

させてはどうだろうか。 

○ 読書は人間性を深めるアイテムです。魅力ある図書の充実を

図っていただきたい。そして２３が６０読書運動等により、子

ども・保護者一緒に読書を楽しめる学校図書であってほしい。 

○ どんな方法で読書運動しているか分からないが、読書が足り

ないというなら、その方法を当然変えるしかない。教員ではな

い我々の立場でその方法も今見当たらないが、山の頂上に登る

のに、道はいくらでもあるはず。文書に接すること、読むこと

によって、そこに思想が生まれるといった意味のことを聞いた

ことがある。魅力ある良書に親しませることは大事だろう。 

○ ゲームやテレビ・漫画など、頭を使わずに安易な方法で情報

を得る傾向に危機感がある。２３が６０運動は今後も続けてほ

しい。 

６ 自己指導能力を育て

る生徒指導に関する

こと 

２ 

 「学校・家族や地域の方・登下校中のあいさつ」「10 の

基本行動の実践」「責任ある係活動」に課題が覗える。 

これまでも課題であったあいさつについては、なかなか

定着ができていない。学校では、児童会のあいさつ調べや

表彰、寒川更生保護女性会の定期的なあいさつ運動など行

っているが、消極的で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や、地域での自発的なあ

いさつの習慣化をより一層図りたい。 

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。 

【評価項目６】自己指導能力を育てる生徒指導に関すること 

○ 家庭でもあいさつは気をつけている事項です。自発的なあい

さつの習慣化のため、学校・家庭相互に連携したあいさつ運動

の地道な展開が必要だと思う。 

○ あいさつについては「まあできている。」との評価。ただ私

の場合は、学校に出入りさせてもらっているし、家が通学路沿

いなので顔を知られており、気持ちよい返事が返って来るのか

も。同時にこの人にあいさつしておかないと、学校に「できて

いない」と言われるかもとの判断が働いているかも知れない。

見知らぬ人になど、面倒くさいというのが本音かもしれない。

あいさつはどうして必要なのか、県下でもこの運動が展開され

ており、改めて説く必要がある。 

○ なかなか難しい。あいさつは基本だと思うので、気長く家庭

とも連携してお願いしたい。先ずは保護者からかも知れない。 

○ もっと元気なあいさつができるとよい。家庭内からもっとあ

いさつを心がけてもらう必要がある。 

７ 人権教育に関するこ

と 

３ 

 意識して児童と接してきた成果からか特に課題が見える

という状態ではなくなった。 

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今後も継

続して工夫していくなど、更に居心地のよい学級づくりに

【評価項目７】人権教育に関すること 

○ 表面に出てこないものもある。自分から言えない児童もいる

かもしれない。差別を見抜く力を付けなければならない。 

○ 一人一人の児童が豊かな表情だと思う。先生と児童のつなが

りが、いじめを無くす発見だと思う。常に児童の気持ちを大切

にする指導をしてあげてほしい。 



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。 

８ 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」「歯み

がき」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ている。また、毎月１

回通学班長会を開催し、反省と安全な登校についての呼び

かけも継続して行っている。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いるが、改

善が見られない家庭もある。今後も根気よく継続して個別

指導に当たるとともに、交通ルールの遵守をより強化して

いきたい。 

歯みがきについては、歯科検診の結果連絡、治療勧告、

歯科衛生士のカラーテスター指導など継続して行うととも

に、課題のある児童には、個別に声かけを行っていく。 

【評価項目８】健康・安全教育に関すること 

○  ボランティアの方の協力により、大きな交通事故も発生して

いない。しかし、登下校時の交通事故をニュース等で聞くと大

変心が痛む。学校・ＰＴＡ合同の交通安全に関する研修を開催

してほしい。 

○  遅れずに学校に登校するなど、義務教育の中では当たり前の

ことで、我々の頃には遅刻することなど、よほどの理由がない

限りなかった。遅刻する児童は今もって改善されていないよう

だが、全ては親が悪いに尽きる。どんなことをしていようが関

係なし。義務教育期間中に限り、こうした親に対し厳重に注意

する権限を持った国の機関はないものか。 

○  体力づくりなど積極的にしていると感じている。 

○  あいさつや交通ルールについては、地域の協力や保護者との

連携を大切に指導・強化していかなければならない。 

９ 特別支援教育に関す

ること 

３ 

特別支援教育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。 

次年度は、特別支援担当が２名となることから、より全

校的な視野からのサポート体制を構築したい。 

【評価項目９】特別支援教育に関すること 

○  特別支援担当が２人となるようだが、遅刻児童の問題もこれ

と言って改善されておらず、１人増えたからといって大きな期

待はできないのではないか。教育委員会あたりがどう考えてい

るのか、制度があると言うだけ、増員しましたと言うだけでは

いけない。 

○ 特別支援学級で、生き生きと学習しているのを見て安心し

た。教師の専門性を生かして充実させてほしい。 

10 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、児童の発想を生かした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、内

容の精選を行う事で、活動時間に余裕が持てるように計画

するなどの工夫をしたい。児童の考えに対応できるような

ゆとりのある時間計画を模作することで、より創造的な学

習の時間となるよう考えたい。 

【評価項目 10】その他 

○ 子どもを持つ親の意見なら的を射た意見も出てこようが、年

に一度や二度程度学校に出入りする 70歳を過ぎた老人、しか

も学校の実態、実績などほとんど知らない者に、この評価制度

はなくても良いと思う。 

○ 子どもがしたいことと時代が求めることのバランスが難し

い。“ふるさと石田”を知ることも大事なことだと思う。 

  

 


