
平成２８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２８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、打合せの時間がある」「会議での発言」「予

算編成に積極的参加」に課題がある。 

実際、勤務時間内に打合せ等の時間を確保するのが難

しい状態だが、軽重をつけることで時間確保をしていき

たい。特に、来年度はクラス減により、教員数が１名減

となり１人あたりの校務分掌が増え、厳しくなることが

予想される。行事やイベント的なものの精選・簡素化を

行うことが必要と考えられる。 

企画委員会では活発な発言がなされているが、職員全

体の意見が反映されていくよう事前の周知や意見収集

のためのアンケートを行っていく。お知らせでよいもの

は、事前に資料配布して読んでもらうことで時間短縮を

し、会議の時間にゆとりを持つ 

来年度、クラス減により教師の数が減となる見込みがある

みたいですが、今年度同様学校行事を通し地域との交流が図

ってもらいたいと思います。また、学校支援ボランティア、

保護者の協力を得て学校行事を盛り上げるべきではないかと

思います。先生方にはご苦労をおかけしますが、子供の心に

残る有意義なものにできればと思います。 

 一人一人の対応が丁寧に素早くできていれば信頼されてい

くと思います。地域の中で学校はとても大切に思われている

のだから頑張って欲しいと思います。 

全学年の公開授業が見られなかったのが少し残念だが、学

校の様子は学校だよりで知らせてくれて助かっています。 

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」「高め合い」「関係づける力の

活用」「宿題以外の家庭学習」に課題がある。 

高学年になるにつれ、保護者も確認しなくなるので連

携して取り組めるよう保護者に協力をお願いする。低学

年、中学年は下校前にクラス全体で持ち物チェックを実

施し確認の仕方を身に付けさせる。忘れ物チェックを行

い忘れ物がなかった子を褒めて意欲化を図る。 

私語の多い児童に同調して私語する児童がいて指示

が聞けていない場面が多いので、まず静かにさせる指導

を徹底し、話を聞いていないと困るような状況になる場

面などを設定することで危機感を持たせる。 

教師が与えた宿題については概ね頑張っており今後

は、自分で考えて学習する時間が確保できるようにす

る。また、学習の手引きの確認と共に家庭学習調べが動

機づけとなっており定期的に確認をする。保護者が自主

学習で何をさせたらよいか分かっていないので、授業内

容と家庭学習をつなぐ工夫や自主学習を頑張っている

 授業中の私語に対する指導の徹底が必要でないか。 

 先生に対する子供の態度について気になることがある。 

  忘れ物については高学年が何を忘れるか分からないです

が、筆箱を忘れても教室に予備があるので困らないでは身に

付かないですよね。工夫が必要かと思います。 

  私語については聞きたくなるような話し方の工夫で、減ら

すことができそうです。先生方は話す事についてプロですか

ら。 

  宿題については、丁寧に見られており忙しい中素晴らしい

と思っています。子どもたちの自主学習を見ていて思うので

すが、今日は計算１０問とか漢字１０文字と決めてくれた方

が取り組みやすいと思います。また、自主学習が復習のため

か、習慣づけのためかと疑問に思うこともあります。 

  ６年生の１クラスの授業態度が気になりました。家庭学習

については保護者に協力を求める必要があると思います。 

  宿題や自主学習をしている子は連絡帳などでほめ、できて

いない子は保護者にその日のうちに知らせる。親は多忙だと



児童のノート紹介を、掲示板や学年便りですることで具

体的なものをお知らせする。 

現職教育における取り組みで児童の学び合いについ

ての意識は高まってきている。話し合いをする目的の明

確化を図ったりアクティブ・ラーニングを推進したりす

ることでさらなる高まりが期待できる。 

また、授業研究の活性化のために時間確保を行い、ベ

テランから若手教員への指導の教授ができるようにし、

若手教員が、日常の授業の中で実践していける教師の意

識向上を図る。特別支援教育についての研修を深めるこ

とで一人一人に寄り添った学習指導ができるようにす

る。 

思うが、家庭での学習や読書については目を通すべきなので、

根気強く協力してもらってください。 

３ 少人数指導（少人数学

級）に関すること 

３ 

今年度の少人数加配教員は、５年生・３年生における

３５人以下学級だけで、国語科や算数科においての特別

な少人数指導はできなかった。 

５年生・３年生については、３５人以下学級で指導で

きたことで、学習指導面・生徒指導面ともに少人数指導

の成果を感じられる。５年生・３年生ともに今年度の県

学習状況調査で、国語・算数ともに県平均を上回る成績

を残せたのはその成果だととらえている。 

さらにきめ細かな指導ができるように指導方法を考

えていかなければならない。 

少人数で指導することで落ち着いて学習に取り組めていると

いうのは成果と思います。今後も継続した指導をお願いしたい。 

学習指導だけでなく生徒指導の面でも少人数指導のよさを

生かして子どもたちをよりよく育ててほしい。 

４ 道徳教育の充実に関

すること 

２ 

「心のノートの活用」「他教科との関連」「実践力の育

成」「自分の役割を考えた清掃」に課題が見られる。 

心のノートを使うよう年間計画の中に初めから位置

づけておいたり、道徳の時間だけでなく行事や学活など

他教科と関連させて心のノートを使用していく。また、

家庭に持ち帰る日を作るなど、家庭との連携を図る。さ

らに、道徳の日を充実、道徳だよりの発行を考える。 

昨年度よりは清掃活動のポイントは上がってきてい

るが、自主的にできる児童を育てるという観点で見直す

清掃活動等について、自主的な取り組みは、大切なことだ

と思います。学校と連携し家庭でも取り組めることがあれば

よいと思います。 

  清掃はとても一生懸命、時間をかけてしています。床を雑

巾がけで走るのも上手です。今の子は雑巾がけをしながら走

れないというのはうそです。いつも感心しています。 

  頭で分かっていても実際には行動に移せないことも多いと

思います。 

  日々の子どもたちの様子をよく見て、教師がほめたりしか



と、ほうきやぞうきんの正しい使い方を具体的に指導し

たり、無言清掃に取り組み集中して清掃に取り組めるよ

うにしたりすることが必要である。 

ったりしながら道徳が身に付いていくものだと思います。 

５ 時代の変化に対応し

た教育に関すること 

３ 

今年度から図書館支援員が毎日いることで利用しや

すくなっており、学習に利用するものも準備してもらえ

ている。また、各月の図書だより、新刊等の図書案内、

廊下や教室等の掲示など読書環境が向上した。 

しかし、低学年の利用は多いが高学年になるにつれ図

書室に行く時間が少ないので、学級全体で図書室に行く

時間を設定したり図書室に児童が足を運んでくれるよ

うな工夫（しおりのプレゼント、おみくじ、図書委員カ

ルタなど）をしたりする。 

石田小学校の図書環境は充実していると思います。長年、

２３が６０運動を継続していますがマンネリ化しており、改

善策が必要だと思います。 

 読書を通してたくさんの事を学んだり、本の世界に入り込

んで楽しめたりといいことがたくさんあると思います。一人

で読むことも読み聞かせで本を読むことも大切で楽しい時間

になると思います。 

 本を読む子と読まない子の差ができているのではないかと

思います。 

 本を借りる日を多く設けていることはいいと思います。 

６ 学校図書館教育に関

すること 

３ 

今年度から図書館支援員が毎日いることで利用しや

すくなっており、学習に利用するものも準備してもらえ

ている。また、各月の図書だより、新刊等の図書案内、

廊下や教室等の掲示など読書環境が向上した。 

しかし、低学年の利用は多いが高学年になるにつれ図

書室に行く時間が少ないので、学級全体で図書室に行く

時間を設定したり図書室に児童が足を運んでくれるよ

うな工夫（しおりのプレゼント、おみくじ、図書委員カ

ルタなど）をしたりする。 

石田小学校の図書環境は充実していると思います。長年、

２３が６０運動を継続していますがマンネリ化しており、改

善策が必要だと思います。 

 読書を通してたくさんの事を学んだり、本の世界に入り込

んで楽しめたりといいことがたくさんあると思います。一人

で読むことも読み聞かせで本を読むことも大切で楽しい時間

になると思います。 

 本を読む子と読まない子の差ができているのではないかと

思います。 

 本を借りる日を多く設けていることはいいと思います。 

７ 自己指導能力を育て

る生徒指導に関する

こと 

３ 

学校でのあいさつはできてきているようだが、地域や

家庭でのあいさつが不十分な状態である。また児童と保

護者、教員との認識のずれも課題である。 

児童会のあいさつ運動や缶バッジの取り組みがあい

さつの意欲化につながっている。今後は、あいさつをす

ると気持ちがいいということを実感させたり、気持ちの

よいあいさつをする児童がどんな児童なのかを伝えた

りすることで児童と保護者、教員との認識のずれをなく

したい。 

昨年度までの「１０の基本行動」を生活のめあてとし

 子供たちは顔見知りの方にはあいさつをするが、それ以外の

人へのあいさつが少ないと感じられる。 

 一人一人が自ら元気なあいさつができるよう心掛けてもら

いたいです。特に家庭内からもっとあいさつができたらよい

と思う。 

  周りの大人に尋ねましたがあいさつはあまりできてないよ

うです。子供たちの中には不審者（知らない人も含む）に気を

付ける事の方が大事だと教えられているという今の現状もあ

ると思います。男の人が一人で歩いていて道ですれ違っても不

審者がいたといって帰ってくることもあります。大人の方も声



て３つに絞って１年間取り組み、本年度できた項目は次

年度入れ替える。また、全職員がその場で必ず声を掛け

るよう共通意識を持つと共に、厳しく言われたらするの

ではなく、正しいことが自分で判断できる児童を育て

る。 

あのねボックス、心の相談員、SC、SSW をさらに活用

して、児童が相談しやすい環境を整える。 

を掛けにくくなっているのでは。 

  大人が声を掛けるとよくあいさつをする。子供からあいさつ

というのも大切だが、地域の大人がもっと子供たちに関心を持

って声掛けやあいさつをしてもらいたいと思います。 

８ 人権教育に関するこ

と 

３ 

男女の不要な区別等、教員の児童への接し方について研

修する。 

校内人権週間を設定し、なかよし集会で各学年がそれ

ぞれの決意を盛り込んだ発表を行ったり、なかよし班で

人権の花の植え付けをしたりした。相手意識が持って取

り組めるよう継続して行っていく。 

 子供たちだけでなく保護者を含めた人権研修が必要ではな

いかと考えている。 

学校全体が同じ考えでないと前へ進めないですね。 

 教師がいじめや差別が起きていないか日々観察するのが大

事です。 

 

９ 健康・安全教育に関す

ること 

３ 

遅れずに登校する児童は増えたが、「交通ルールをよ

く守って登下校している」に課題がある。 

２学期途中から、班長や副班長が腕章を付けるように

なり意識が変わってきたが、朝早く登校して遊ぼうと考

えている児童の影響で交通ルールが十分守れていない

班があり指導を要している。また、集合場所に遅れる児

童もいて、集団登校ができていない場合もあるので、保

護者の協力をお願いして登校の様子を見てもらい、ボラ

ンティアの方の生の声を保護者に伝える機会を作る。 

 不審者情報の多さからも分かるように、子供たちを取り巻

く環境は一昔と比べ大変不安定なものになっています。学校

支援ボランティ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です。また、家

庭の事情等により不規則な生活リズムとなっている子供に対

し、子供だけで改善するにも限界があると思います。そこで、

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

の大切さを再認識していただく必要があると思います。 

 集団登校中、二列以上に膨らんでいることも見られる。先

生とボランティアの方の目の届かないところのチェックも必

要ではないか。 

  あいさつや交通ルールについては地域やボランティア

の方との協力を得た上で、保護者との連携して指導を強化す

る必要があると思う。 

交通事故が起きないように願っています。見守り隊の人は、

朝早くからしっかり見てくれていると思います。 



10 特別支援教育に関す

ること 

３ 

毎月１回、児童理解や児童支援について情報交換、共

通理解をする場を設定している。ソーシャルスクールワ

ーカーや心の相談員と全職員が話し合う場を持つこと

でさらに、個別支援が必要な児童に共通な対応ができる

と考える。さらに、巡回相談や連携訪問についても積極

的な活用を考えていく。 

悩みのある子供は今、生まれてきてから最大のピンチにな

っていると思って欲しいです。とにかく早く助けて欲しいで

す。 
 

11 その他（特色ある教育

など） 

３ 

「創造的なカメリア学習ができているか」に課題があ

る。 

計画の見直しが必要かもしれない。例えば、３～６年

で共通する大テーマを決め、それを６年時に達成できる

ような小テーマで計画を立てる。または、中学年は内容

過多であるため、児童の思いに沿って内容を絞り込んで

活動を深める。共同的な学びになるよう、内容の精選、

時間の確保など改善・工夫を考えていきたい。 

年１０回ほど、学校支援ボランティアの方に支援して

いただき樹木の剪定や野菜作り、わらじ作りや昔遊びな

どの交流をしている。また、さぬき市民病院前の花植え 

や寒川祭りに参加するなど地域との交流が盛んに行わ

れている。今後、学校サポート委員会や学校評価委員会

で意見を伺いながら、長く続けられる交流を目指した

い。 

 

 

 

 

 

学校行事は多種にわたっています。現状でも学校支援ボラ

ンティ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です。児童数は年々減少しているが、

石田っ子の健全育成のため、地域の方のなお一層のご協力を

お願いしたいと思います。 

 保護者の学校運営への協力体制を強化する必要があるので

はないか。 

 学校への関わり方に温度差が大きいと感じられる。親子で

同じ体験を研修で受けるなどの工夫が必要ではないか。 

 教育委員会全体で保護者に対する研修を行うことを希望す

る。 

山へ行かない、海に行かない、川で遊ばない、田んぼへ行

かない。とにかく外で遊ばない子供たち。どこへ行っても夢

中で遊ぶはずなのに。親も忙しい、子供も忙しいことで外で

のんびり遊ぶ体験が少なすぎると感じています。田舎の特色

を生かして活動して欲しいです。 

 ＰＴＡやおやじの会、地域ボランティアの協力があって石

田小学校の教育活動はスムーズにできていると思います。い

ろいろな行事を楽しみにしている保護者、地域の人たち。校

内持久走記録会に多くの人々が来てびっくりしました。子供

は地域の宝なのですね。 

  


