
平成２７年度 学 校 評 価 に つ い て 
 

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２７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 田  学  

 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」「参

画・予算編成への積極的参加」に課題がうかがえる。 

時間確保については、低いなりにも昨年度より 0.1 ポイ

ント向上し、不十分ながら成果の一端ととらえたい。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、なお一層確保して

いきたい。 

会議での発言、参画・予算編成については、教職員の自

己責任の部分にはなるが、教職員個々の考えを具現化でき

る職員間の良好な雰囲気作りを心がけたい。 

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 

○  多忙な毎日だと思うが、若年教員も多くいるので、学年団で

打ち合わせる時間をとる工夫をすることが大切だと思う。ベテ

ラン教員は、細かく声かけをし若年教員の力量を高めてほし

い。 

○  授業参観の授業も工夫されていて子供たちが楽しんで学ん

でいるクラスが多かった。 

○  「石田っ子の約束」「石田っ子自転車の約束」などから、き

め細かで適切・的確な指導ぶりがうかがえ、信頼に値する。 

○  毎月発行されている「カメリアキッズ（学校だより）」は、

学校が目指す教育方針を保護者に示し、より協力を得て、その

効果をあげようとする有効な手段かと思う。我々関係者にとっ

ても参考になるところが多く、今月はどんな切り口かと興味を

もち読んでいる。 

○  学校（カメリアキッズ）、学級だよりが充実していてよいと

思う。 

○  学校・学級だよりの充実、保護者アンケート結果の公表など

積極的に取り組まれており、今後も開かれた学校を継続して進

めていただきたい。 

○  学校だよりはよいが、ＰＴＡだよりは工夫が…。 

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」に課題がうかがえる。 

学習準備・学習意欲については、教師と児童とでとらえ

方は違っているが、全体的にはやや低下の傾向がみられる。

これまでにもめあての設定、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心

がけてきたが、集中して学習できるようなお一層工夫・改

善していきたい。 

家庭学習については、教師が与えた宿題についてはよく

頑張っているが、それが精一杯となり宿題以外の自主学習

にまで取り組めていないと判断できる。宿題の量が多く自

【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 

○ 家庭の事情も大きく関係し、全体として良好な成果というの

は難しいのではないかと思う。学校での個にあった学習の取り

組み方法を身に付けさせる事が大切だと思う。 

○ 授業を大切にし、一日一回は発表する場面を意図的に作るよ

うにしないと発表する子（みんなに認められる子）としない子

の差が大きくなるのではと思う。なぜ、学校で勉強をすること

が大事なのか、自分の夢を持たせ、それに向けて学習する必要

性を小さなうちから話してあげてほしい。参観してみて、全体

的には落ち着いた雰囲気で学習できていた。 



主学習まで及ばないのか、それとも他ごとのために時間が

とれていないのか等、家庭学習の実態調査を通して改善を

図っていきたい。加えて、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、教師自身の「分かりやすい発問・

助言」「興味・関心を持たせる工夫」など、意識して心がけ

てきた。今後も、個に合わせた個別指導の実践や副教材の

有効活用など、さらに改善・工夫を心がけ、確実な習得を

図っていきたい。 

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」に課題がうかがえる。 

これまでの香川県独自の副読本の他、補助教材として配

布されるようになった文部科学省作成の「心のノート」な

ど、特別な教科として教科化される道徳の教材の充実が図

られている。十分使いこなせていない部分はあるが、学校

で学習した「心のノート」を積極的に持ち帰らせるなど、

家庭での理解と協力も得ながら実践力の育成を図っていき

たい。 

清掃については、「役割を考えた清掃ができるようになっ

てきた」と判断しているが、「行き届いているか」では低下

している。真面目に行うが隅々までとはいけていない現状

を振り返り、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４】道徳教育の充実に関すること 

○  嫌なことでも当たり前にできる児童はなかなかいないと思

う。常時指導することによって、少しずつでもできれば…。大

変だと思うがお願いしたい。 

○  「７ 人権教育に関する事」と共通するが、家庭との協力が

大変重要で必要不可欠と思う。学校・家庭と相互に共通認識を

持つことができるか、市全体でも考えなければならないと思

う。 

○  道徳は、道徳の時間だけでなく学校生活全般で行うことや、

全職員が全児童に、という共通理解が必要ではないか。清掃の

時間、５年の児童が集中してできていなかった。いつでも「ご

みを見て」ということが身についていない。 

４ 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」「児

童の創意工夫、活発な意見交換」「異学年の交流」に課題が

うかがえる。 

メディア教育については、３年後の統合を控え施設・設

備的に望めない現状もあるが、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、昨年

度後半から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。教師は異学

年交流の充実と考えていたが、児童はなかよし班活動では

異学年交流ととらえていないという実態が明らかになっ

た。今後も更なる充実を図っていき、昼休み等での異学年

【評価項目５】時代に変化に対応した教育に関すること 

○ チーム、グループで競争させるとチーム内の協調性ができて

くると思う。 

○ コンピュータで文集づくりをすることで、技能が高められて

いるようだ。 

○ なかよし班活動が楽しいものになっていてよかった。上学年

が下学年のお手本となるように意識付けも大事であろう。 



交流も活発に行えるよう充実を目指したい。 

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」という結果が昨年度よりも進んでしまった。図書

館支援員が中心となり、図書の整備や読み聞かせ等の充実、

保護者ボランティアの昼休みの読み聞かせなど、積極的に

アクションを起こしているが、児童にとってはマンネリ化

の印象があるのではないかと考える。 

バーコードの読み取りソフトを充実し、短時間で貸し借

りができる環境が整ってきているので、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

棄などを継続して行いたい。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

意識も持たせたい。 

【評価項目６】学校図書館教育に関すること 

○ 本を読むのが嫌いな子供に「読め」と言っても苦痛なだけ。

読みたい本を読みたいときに読めばよいのでは。まず、面白い

本に出合うことが大切。そのきっかけを作ることがテーマかな

と思う。 

○ 子供を含め、大人の読書離れが進んでいる。「２３が６０運

動」等地道な取り組みであるが、読書の楽しみが親子で味わえ

る活動を今後も続けてほしい。 

○ 国語の時間の一部を使って図書の貸出を強制してはどうか。

ゲームをしたりテレビを見たりする時間を少しでも家庭での

読書に充てたいものだ。寒川図書館との連携も考えていくとよ

いのでは。 

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」に課題がうかがえる。 

これまでも課題であったあいさつについては、学校内で

のあいさつは若干の向上も見られるが、登下校中はまだま

だ定着ができていない。児童の意識は挨拶をしていると考

えているが、声が小さく伝わっていないということが認識

できていないところに課題があるのだろう。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。 

しかしながら、一部生活環境の乱れから好ましくない生

活を余儀なくされている児童もおり、その影響が広がりつ

つあるのが懸念されている。学校・家庭だけでは改善され

にくい状況なので、地域や行政からの支援もお願いしたい。 

【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 

○ 生活チェック表の継続は必要。あいさつを大きな声でするこ

とができていないような気がする。 

○ あいさつは大切。でも大きな声で言うのは恥ずかしい。毎日

あいさつ運動として、クラスのみんなの前で、大きな声であい

さつする練習をしてみてはどうか。 

○ 一人一人が自ら元気なあいさつができたらよいと思う。 

○ 家庭内からもっとあいさつができるよう心がけてもらう必

要があるのではないか。 

○ 集団登校では、高学年の児童があいさつをしないと、中・低

学年の児童はしにくいと思う。家庭や学校で、大人がしっかり

あいさつをしていきたい。 

○ 家庭がもっと早寝・早起き・朝ごはんの大切さを伝えてほし

い。ＰＴＡ新聞などで、保護者への働きかけを保護者からして

もらうようにしてはどうか。 

７ 人権教育に関するこ

と 
４ 

 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

【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をしていると感じた。先生と児

童とのつながりが、いじめをなくす発見でもあると思う。常に

児童の気持ちを大切にした指導をお願いしたい。 



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

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たい。 

○ 人権について考える「なかよし集会」は年々子供が考えて作

っているようで、ずっと続けてほしい。 

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」に課題が

うかがえる。 

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。前述同様、生活リズムが乱れ

ている児童には、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。スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーとも連携しながら、

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。 

【評価項目９】健康・安全教育に関すること 

○ 早寝・早起きが大事。 

○ あいさつや交通ルールについては、地域との連携を図りなが

ら、保護者と協力して指導強化をお願いしたい。 

○ 学校支援ボランティアの方々の協力は大変ありがたい。今後

とも良好な関係を維持し、学校活動への協力をお願いしてほし

い。 

○ 大部分の子がヘルメットをかぶって自転車に乗っているが、

一部かぶっていない子を見かけることがある。「ヘルメットを

かぶろう。」と言っているが、ヘルメットを持っていないので

はないかと思う子もいる。 

９ 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・生徒指導主事を中心に、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。 

【評価項目 10】特別支援教育に関すること 

○  ベテラン教員が児童の実態に合わせた適切な指導をしてい

るようで安心した。 

10 その他（特色ある教育

など） 

３ 

「創造的なカメリア学習」に継続して課題がうかがえる。

総合的な学習の時間には、教科書がなく、児童の発想を生

かしたより探究的な学習をしていくがゆえに、例え児童は

毎年変わっていくにしても、学年によって実践する内容が

同じだと、教師や児童の意識にもマンネリ感が生まれるの

かも知れない。協同的に取り組む態度を育てる時間となる

ように、内容の精選を行い、活動時間に余裕が持てるよう

に修正するなど、改善・工夫を模索したい。児童の考えに

対応できるようなゆとりのある時間計画にしていくこと

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 11】その他 

○ まずは、教師がもっと地域を知ることが必要だと思う。ふる

さと石田を愛する子供を育ててほしい。 

○ 教育現場は大変なところである。努力しても改善されること

が難しい。学級経営や特別活動、道徳教育に力を入れ、もちろ

ん学力を付けることが一番だが、子供たち一人一人が自分なり

に認められ、のびのびと学校生活が送れる事を願っている。 

  


