
平成２９年度 学 校 評 価 に つ い て 

さぬき市立石田小学校 

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と定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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



平成２９年度 自己評価・学校関係者評価に係る評価結果等報告書 

このとおり、学校評価について報告いたします。 

さぬき市立石田小学校  校長  河 内 直 人 

 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」「予算編成に積極的参

加」に課題がある。 

来年度から外国語活動の先行実施も行われ、授業時間も１

時間増となる中、放課後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となる。特に、来年度は統合に向けての

準備やクラス減により、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。また、作ったデーター資料をストックして共有していく

ことで、少しでも授業準備にかかる時間を減らしたい。 

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。 

・地域の人たちは、学校行事や子供たちについてとても

協力的だし、関心を持って見守っていると思います。学

校側から活動の状況をどんどん伝えてもらうことが大切

ではないでしょうか。 

・もう少し先生が楽しそうに授業してほしい。 

・先般、孫娘が自宅で英語の勉強をしているのを見まし

た。子供は大変ですが世の中は英語重視となっています。 

新聞では３０年度から小学校へ中学校の英語教師が派遣

されて授業が全く英語ですると知りました。 

・データー資料の共有化ができていないのは大変残念な

ことです。共有化・データー更新で価値を高め、授業内

容の充実化がより図れるのではないかと思います。 

・行事の準備等に保護者の参加を促すことが必要ではな

いか。教職員への負担が多いと感じられる。 

・地域との連携を深め、子供たちの成長を願って前向き

に取り組んでいると思います。 

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。 

忘れ物については、特に低学年で保護者の協力が必要なの

で連携して取り組めるようにする。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。 

校長の朝会でのお話チェックは、成果があったので継続し

て行う。話を聞くときはだまって聞くことを徹底させる。 

交流活動の際、目的を持った交流をさせることで高めあい

を促す。 

関係づける力を、比較・理由に絞って取り組み、全校生に

身に付けさせる。 

・宿題を見ていると、繰り返すドリルが少ないと感じま

す。一回書いたら終わりだとよく聞いています。家庭学習

も個人差がかなりあります。先生の用意したドリルを自

主的に持って帰って積み上げる方法はできないでしょう

か。 

・登校の際、忘れ物をして集団登校に遅れる子がいます。

保護者と子供の連携（確認）が必要です。 

・家庭での自主学習への取り組みが十分ではないのでは

ないか。 

・授業の話し合いは「する行為」のみの取り組みとなって

いるのでなないか。（話に参加できていない児童が見られ

た。） 

・教師の指示や助言がうまくできています。 



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、思考図を使って児童の学び

合いについての意識は高まってきている。さらに、一人一人

の課題となるよう興味を持たせる教材の提示を工夫する。 

・一人一人への支援の工夫がほしいと思います。 

・学級活動でストレス解消についての話し合いだったが

ストレスが何から出ているのか、もう少し学級での改善

についての話し合いができればいいと思います。学級委

員の選考にも一考を。 

・グループ活動に任せているのでグループの話し合いの

進み具合やリーダーの役割を明確にするなど工夫をして

ほしいと思います。 

３ 道徳教育の充実に関す

ること 

３ 

「心のノートの活用」「他教科との関連」「実践力の育成」

に課題が見られる。 

心のノートは、関連する単元で積極的に利用していく。昨

年度よりも道徳の日を充実し、道徳だよりの発行ができた。

さらに道徳的価値を保護者にも啓発していく。 

清掃活動は、黙々清掃を徹底し、習慣になるようにする。 

・低学年はみんな違うけれど、みんな友達みたいにちょ

っと違うと外されることがあるので、早めに指導がほし

いですね。 

・大きくなると悩みも深くなるので、話せる空気と場所

を大切にしてほしいです。 

・家庭も含め啓発することは大変意義のあることだと思

います。積極的に保護者の啓発を図ってほしいです。 

・教科となる道徳について保護者の積極的な啓発が必要

ではないか。 

・道徳心を養うためには主要教科と同様の必要性を理解

してもらう必要があるのではないか。 

・学級だけでなく、学年、学校全体で道徳的価値観を同

じにして子供たちを指導してもらいたいと思います。 

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」「学

習に合わせて社会人講師を招く」に課題がある。 

統合を控える中で施設・備品等の充実が望めない現状であ

り、ICT機器が簡単に使える環境にないため苦労がある。今

後、タブレットや大型 TVの購入を考えていく。 

一昨年度より心の交流事業の指定を受け、保育所や幼稚

園、中学校、高校、神前小学校との交流、また、なかよし班

活動を中心とした異学年交流を推進してきた。本年度は、特

に統合に向けて神前小学校との交流の回数を増やした。また

振り返りのワークシートに自分の頑張りだけでなく、友達の

いいところを書いて紹介し合うことで自己有用感が高まっ

てきている。 

・時代の流れについて進化していくのも難しいもので

す。 

・交流学習では、それぞれの場所、場所で目的があると

思います。目標を決めて実施して評価してほしいです。 

・神前小学校との交流もしっかりやってほしいです。宿

題の出され方はかなり違っているように思います。 

・家庭と学校で、タブレットやパソコンの利用の仕方を

考えなければいけないと思う。 

・ペア学年の交流もよいと思うが、やはり全学年縦割り

での交流の方がよいのではないかと思う。 

・全学年に対してコンピュータ他、多様なメディアを取

り入れた学習が必要なのかと疑問が残ります。統合後、



本年度は、ペア学年の交流にしたので、動きやすく中学年

でも活躍する場があった。しかし、全学年との関わりが薄れ

た。学年の組み合わせ方や交流の仕方に工夫をしていく必要

がある。 

 

 

全く使えないのであれば考慮しなければと思いますが、

中学校での使用等を考えると高学年では慣れるためメ

ディア使用は必要なところもあるので、予算確保に努め

最低限の購入をしていただきたい。 

・真に必要な ICT 機器の導入が必要だと思われる。（利

用法を検討してから導入。導入したから利用法を検討す

るなら不要。） 

・統合に向けた交流を積極的に推進することが必要と考

える。 

・コンピュータなどの活用、メディア教育は時代が時代

で必要ですが、先生方が大変ですね。ぜひ、外部講師を

お願いしてください。 

・上学年が下学年の子とうまく遊べているのではないで

しょうか。 

５ 学校図書館教育に関す

ること 

４ 

昨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。 

さらに、図書委員会を中心に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）ができた。 

・読書量は個人差が大きいと思いますがしおりをもらっ

たり、おみくじをひいたり楽しい話をよく聞いています。 

・一日中、本しか読んでいないのかと思う子もいます。

そんな子の発表の場があればいいですね。 

・テレビ、スマホ、ゲームなどで本離れ、活字離れにな

らないように今のうちから読書習慣をつけておくことが

肝要。本をしっかり読むと文章力もつく。 

・足を運んでもらう工夫はとてもよいと思う。しかし、

景品欲しさで終わらないよう学校の授業の中でも読書の

時間を少しでも増やせたらいいと思う。 

・児童が図書を借りるだけでなく、その内容を理解し、

知識を増やす取り組みを考えてほしい。 

・寒川図書館が近くにあるのでもう少し活用してはどう

でしょうか。 

６ 自己指導能力を育てる

生徒指導に関すること 

３ 

児童会のあいさつ運動や缶バッジの取り組みに加え、あい

さつ頑張り通帳の取り組みを実践した。気持ちよくあいさつ

ができる児童をほめることで、自分からあいさつができる児

童が増えた。今後も教員、保護者、地域の方も進んであいさ

つする姿を見せ、あいさつのできる町づくりを目指したい。 

あいさつだけでなく、廊下歩行やトイレのスリッパ並べ等

・あいさつの基本は家庭から協力してもらい、地域、校

内でも元気よくあいさつができるよう心掛けてもらいた

いです。 

・「今月の目標」「今週の目標」はないのですか。その方

が守りやすいかもしれませんね。 

・登校時に立哨をしているが、自分から進んであいさつ



児童から声を掛けるような指導をしていく。 

ルールの一覧表があり、全職員が共通意識を持って指導が

できている。ただ、めあてが多いと児童はなかなか達成でき

ないので、一つずつ決めて取り組むようにしていく。 

 

 

をする子供は少ない。こちらから積極的に声掛けするよ

うにしている。 

・学校に行っても子供からではなく保護者の方からあい

さつしないとしてもらえない事が多々ある。家庭でもあ

いさつするよう呼びかけが必要なのでは。 

・「あいさつをしなさい。」と言われるからするのではな

く、あいさつをすることが社会で必要なことを指導し、

自発的にあいさつできる児童の育成に努めてほしい。 

・校舎内が整頓され美化に気を付けられています。作品

も丁寧に仕上げられて、子供たちの心の安定が感じられ

ます。 

７ 人権・同和教育に関する

こと 

３ 

特にいじめで困っている児童はいないが、気になる児童が

いたらアンケートの回数を増やして実態を把握する。 

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、なかよしの木を作った

りして相手意識を持って取り組める工夫をした。継続して行

っていく。 

・一人一人の児童が豊かな表情であると思います。先生

と児童のつながりがいじめをなくす発見だと思われま

す。常に子供たちの気持ちを大切に指導してあげてくだ

さい。 

・目立ってしまう子について「でも、いい所もあるよ。」

と言ってほしいです。「うるさい。だまっとれ。」と言わ

れてそのまま弱い子になったら困ります。みんな同じ子

供です。 

・いじめの定義を教職員で再確認いただきたい。また、

児童が相談しやすい体制の構築を進めてほしい。 

・同和教育について保護者を含めた研修に努めていただ

きたい。 

・見えないところでいじめはあると思って、教師の人権

意識の高揚をお願いしたいと思います。 

８ 健康・安全教育に関する

こと 

３ 

「交通ルールをよく守って登下校している」に課題があ

る。 

昨年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、班によって声掛けが不十分なところがあっ

た。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。 

・あいさつや交通ルールについては、地域の協力を得て

保護者の連携を大切に指導強化してください。 

・体力づくりは入学するまで車で送り迎えですから大変

ですね。遊具の工夫も大切ですね。山の上に行くのはチ

ャンスです。斜面も使って遊ばせませんか。特徴のある

学校を希望します。 

・下校については、上の子が下の子をよく見て帰れてい

ると思います。忘れ物で引き返すときは、一人でだめと

言っています。 



・暑い日、寒い日、雨の日に集合時間に遅れる子がいる

ので集合場所に時計を設置した。約束の時間が来たら出

発するように言っている。 

・交通ルールを守り登下校等させることは、自分を守る

ために必要なことであり、大きくなって自動車等運転す

る機会におけるマナー向上にもつながっていくと思いま

す。さぬき市・警察署も巻き込み家庭も含め、より活発

な啓発をする必要があるのではないかと思います。 

・下校時の指導を強化していただきたい。 

・校長や教頭がボランティアの方に声掛けや子供たちの

通行の様子について聞いてくださっているので安心して

います。 

９ 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。スクールソーシャルワーカーや

心の相談員と全職員が話し合う場を持つことで、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。 

・みんな明るくていいです。先生たちのおかげだと思い

ます。 

・保護者に対する発達障害の研修を取り入れ、保護者の

理解を高めてほしい。 

・子供たち一人一人が大切にされている、困り感を解消

できるように大変でしょうがお願いします。 

10 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。 

統合を機に計画の見直しが必要である。 

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。 

・一人一人が自分の個性を出せる学校になっていってほ

しいと思っています。 

・毎年、寒川祭りでは４、５人のボランティアを募集し

社会体験をしてもらっている。 

・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。児童数が年々減

少しており行事運営が難しくなっています。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

願いしたいと思います。 

・統合を機に地域との連携を強め、地域から評価なども

得ながら、信頼される学校づくりを進めていただきたい。 

・子供たちがまじめに取り組んでくれているので、ボラ

ンティアの人たちも喜んでいます。これからもよろしく

お願いします。 

 


