
別紙様式

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価
評価
領域

重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準
達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

授業改善

○校内研修を充実する。
○「ＡＦＰＹ」の５つの視点から授業を
改善する。
○めあて、児童の振り返りを充実す
る。
○板書型指導案を積極的に活用す
る。

４　教職員の肯定評価８０％以上
３　教職員の肯定評価６５％以上
２　教職員の肯定評価５０％以上
１　教職員の肯定評価５０％未満

3.1

・学力向上プランに基づき、授業改善に努めた。
・研修主任のリーダーシップの下、全員が一人一授業を実施
するなど研修が充実したきた。
・初任者研修や２・３年次教員のフォローアップ研修に全ての
教員が協力した。
・板書型指導案の活用が定着してきた。
・学習規律は各学年共に概ね落ち着いたものとなっている
が、一部の児童には特別の配慮や指導が必要である。

・授業改善のための研修は重要であり意義が
ある。児童や教員の更なる飛躍のためにも、目
的を定めて引き続き実施してほしい。
・学校運営協議会委員も授業を参観し、その後
の研修会にも加わり、たいへん勉強になった。 3.2

活用力の向上

○みんなが高まる主体的、自律的
な学習をつくる。児童の意見交流を
充実する。
○学習のめあてを明確にし、考え
る、追求する面白さを獲得させる。

４　教職員等肯定評価９０％以上
３　教職員等肯定評価８０％以上
２　教職員等肯定評価７０％以上
１　教職員等肯定評価７０％未満

3.0

・授業の中で、ペアやグループによる話し合い活動が意図的
に仕組まれ、研究主題に沿った取組が推進された。
・算数において活用する力、すなわち論理的思考力や判断
力、表現力を伸ばすための授業の改善が求められる。必要
なものを引用しながら筋道を立てて説明することや具体的な
生活場面を想起して問題を解決することなど、習得したこと
を活用できる授業を積み重ねる必要がある。

・児童が自律的に意見交流ができるようなにな
るために、最初は教員が意図的にルールを示
し、場をつくることが必要である。
・国語力が基本である。読む、書くといった日々
の繰り返し学習が大切である。

3.1

基礎学力の向上

○オリジナル教材（検定テスト音読
の森等）を活用する。
○やまぐち学習支援プロを活用す
る。
○スキルアップタイムを充実する。
○少人数指導を充実する。

４　教職員等肯定評価９０％以上
３　教職員等肯定評価８０％以上
２　教職員等肯定評価７０％以上
１　教職員等肯定評価７０％未満
４　検定テスト等８０点以上９０％以上
３　検定テスト等８０点以上８０％以上
２　検定テスト等８０点以上７０％以上
１　検定テスト等８０点以上７０％未満

3.4

・全国学力学習状況調査の結果から、基礎学力には一定の
成果が伺われる。本校オリジナルの「検定テスト」や「音読の
森」、「やまぐち学習支援プログラム」などを活用し取組を強
化している。今後も朝のスキルアップタイム等の時間を充実
させ、基礎学力の一層の定着を図る。
・国語は全ての学習のもとになるため、国語力向上に一層努
力する。漢字やことばの適切な使い方、「だれが」「いつ」「ど
こで」「何を」「どのように」「なぜ」を使う作文等に取り組む必
要がある。

・大人になっても基礎学力はたいへん重要であ
る。しっかり定着するように授業や家庭学習で
の取り組み方を一考してほしい。
・スキルアップタイムの充実と内容の工夫改善
に期待する。
・児童に「できた」「わかった」という実感をより多
くもたせ、学習意欲の向上につなげてほしい。

3.2

読書活動の充実

○読み聞かせ、ブックトークを実施
する。
○読書通帳を活用する。
○指導員や図書ボラを活用する。

４　教職員等肯定評価９０％以上
３　教職員等肯定評価８０％以上
２　教職員等肯定評価７０％以上
１　教職員等肯定評価７０％未満

3.0

・読み聞かせやブックトーク活動が充実してきた。ボランティ
アや保護者、図書館指導員による読書活動が活発に行われ
ている。
・全校児童の読書量が今年度も増加している。読書通帳等
を活用し、児童の意欲を喚起したことも成果の一つである。

・小学生の頃から本に親しむことにより、将来の
可能性が広がると思う。今後もボランティア等
の積極的な活用に努めてほしい。
・図書館指導員の存在が大きい。継続して配置
してほしい。

3.1

道徳教育・人権教
育の充実

○よりよい資料を活用する。
　・視聴覚資料
　・読み物資料
○児童１人１人が自分自身と価値
葛藤する授業を実践する。

４　教職員等肯定評価９０％以上
３　教職員等肯定評価８０％以上
２　教職員等肯定評価７０％以上
１　教職員等肯定評価７０％未満

3.0

・道徳の時間は確実に実施できている。今後も資料の活用
や授業の内容について学年で共通理解を図り、授業研究を
重ねていきたい。
・やさしく思いやりのある子どもの育成に向けて、道徳の時
間はもちろんのこと、全教育活動をとおして人権の視点を
もった心の教育に取り組んでいきたい。

・家庭で培われるべきだと思うが、人を敬う心や
感謝の心、あいさつのできる児童に育ってほし
いと願う。
・学校の教育活動の中で、一番大切な指導領
域である。人として大切な事をしっかり身につけ
させてほしい。

3.1

特別活動の充実

○自分の特技を発表する場を提供
する。
○児童会を中心にやさしくあたたか
い学校づくりを進める。
○行事で児童に自信をつける。

４　教職員等肯定評価９０％以上
３　教職員等肯定評価８０％以上
２　教職員等肯定評価７０％以上
１　教職員等肯定評価７０％未満

3.3

・宮野っ子大賞など、自分を表現する場を設定し、多くの友
だちの前で自分の特技を発表することで自己有用感の醸成
につながった。
・児童会を中心に企画運営した「たてわり班遊び」や各学級
でゲームやクイズなどを行った「ロング集会」などの活動をと
おして、協力して物事を実施することの大切さや行事をやり
終えた時の満足感を味わうことができ、多くの児童が自信を
つけた。

・今後、高齢者が増加する中で、地域行事等に
多くの児童の参加を期待する。三世代の交流
等を通じて、学校では学べない貴重な体験がで
きると考える。
・褒めて伸ばすことも教育で大切な事であると
思う。いろいろな場をとらえて、児童の良さを見
つけてほしい。

3.2

体力の向上

○ラジオ体操等を毎日続けて実施
する。
○授業で運動内容を質量ともに充
実する。
○外遊びや仲間遊びを奨励する。

４　保護者等肯定評価９０％以上
３　保護者等肯定評価８０％以上
２　保護者等肯定評価７０％以上
１　保護者等肯定評価７０％未満

3.3

・本校の課題である体の柔軟性を向上させるため、体育主
任を中心に実践例を紹介するなど、全学年の体育の授業に
柔軟体操を取り入れている。
・ラジオ体操の通年での実践や外遊びの奨励、長なわ大会
の実施など、子どもたちのさらなる体力向上に向けた取組が
定着してきた。
・１２月に実施した持久走大会へ向けて、朝・業間・昼休みに
子どもたちが走り込んだ努力を賞賛したい。

・施設やグラウンドも整備された。今まで以上に
児童と教員が一緒になって、外遊びの時間にコ
ミュニケーションをとってほしい。
・ラジオ体操は、今後も継続して指導してほし
い。大人になっても職場や地域行事などで実践
することが多い。

3.2

生活習慣の改善

○あしへそはいを推進する。
　・明るい挨拶・会釈
　・正しい言葉遣い
　・掃除で心も磨く
○生活アンケを活用する。
○安全指導を充実する。

４　教職員の肯定評価９０％以上
３　教職員の肯定評価８０％以上
２　教職員の肯定評価７０％以上
１　教職員の肯定評価７０％未満

2.9

・「あしへそはい」が浸透してきた。特に、げた箱のくつが揃う
ようになったきた。挨拶は、校内では概ねよいが、登下校中
は十分とはいえない。横断歩道等で止まってくれたドライ
バーへの会釈や挨拶などを保護者や地域と協力して推進し
ていきたい。
・言葉遣いが気になる児童がいる。やさしく温かい言葉をつ
かうように継続指導が必要である。
・だまって熱心に掃除に取り組む児童が増えた。

・登下校の見守り活動時に、元気よくあいさつを
してくれる児童が増えてきた。今後も継続した
取組を期待する。
・あいさつや言葉遣い等は、学校内での態度が
いくらよくても家庭や地域でも実践できないと通
用しない。家庭や地域にも啓発をしてほしい。

3.1

学校の組織等

組織力の強化

日常的な業務

効率化と時間厳守

勤務状況

残業を少なく
協働と連携、共助

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　山口市立宮野小学校　学校評価書　　　校長(  清　　　寿光   ）

・やさしくあたたかい校風づくり　～いじめ根絶に向けた具体的且つ組織的取組の強化～
・安全教育の強化　～交通安全・工事の安全対策～
・初任、２・３年次教員を組織で育成　～１０００日プラン・４点セット・ＡＦＰＹ～
・人権尊重の精神に基づく教育活動の推進　～体罰の根絶～

業
務
改
善

○１人にしない、ならない。
○組織で問題を解決する。
○互いを尊重し礼節を重んじる。

４　教職員の肯定評価９０％以上
３　教職員の肯定評価８０％以上
２　教職員の肯定評価７０％以上
１　教職員の肯定評価７０％未満

3.3

・ノー残業デーに早く帰宅する職員の割合は低いが、引き続
き取組を継続させる必要がある。
・平日もできるだけ退庁時刻を早くするよう呼びかける。

2.8

・問題に対して、学級担任だけでなく学年や学校全体の問題
として、組織的な対応ができ、まとまりを感じる。
・引き続き、組織力強化のため、学校教育目標実現に向けた
全教職員一丸となった取組で成果を上げていきたい。

○授業終始の時間を厳守する。
○効率的な業務の遂行に努力す
る。

教育目標・・・・・・自分の良さを伸ばし夢や目標に向かって主体的に取り組む子どもの育成
中・長期目標・・・【知力】学力の飛躍的向上
　　　　　　　　　　　 【徳力】自己有用観と思いやる心の育成
                           【体力】生活習慣形成と体力気力の向上

・今後もノー残業デーは、継続して実施してほし
い。
・なぜ残業が多いのか分析し、対策を考え実践
することが大切である。
・組織としてまとまっており、地域行事にも参加
する教員が多い。

・基礎学力については、一定の成果があるが十分とは言えない。授業やスキルアップタイム等で検定テストややまぐち学習支援プログラムなどを活用して取組みを強化する必要がある。また、引き
続き読書活動を充実させる必要がある。
・いじめの根絶などに、教職員と児童会で取り組んだ結果、一定の成果があるが、やさしくあたたかい校風づくりを継続して推進する必要がある。そのためには、道徳の時間の改善を図り、道徳教
育を充実させる必要がある。
・運動する喜びや身体を動かすことの楽しさを味わわせる活動をとおして、全校を挙げて体力向上に取り組む必要がある。
・学習習慣、生活習慣をより良いものへ改善する必要がある。
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４　教職員の肯定評価８０％以上
３　教職員の肯定評価６５％以上
２　教職員の肯定評価５０％以上
１　教職員の肯定評価５０％未満

1.9

・学習指導については、全体的には基礎的基本的学力の向上に一定の成果がある。しかしながら個人差もあり、個別の支援が必要な児童もいる。また、家庭での学習習慣の確立も必要である。
・生徒指導については、「あしへそはい」の取組が定着してきた。げた箱のくつを揃えることや挨拶の奨励などに徹底して取り組み、児童の生活規律や学習規律が概ね落ち着いたものとなっている。
特に、６年生が範を示しているので、学校全体として安定感がある。
・いじめ防止や人権感覚を身につけるために、道徳の時間の改善をはじめ、心の教育を全教育活動で継続実施する。
・児童会が主体となった集会や行事などで、みんなで協力することの大切さに気づき、多くの児童が自己有用感を味わうことができたと感じている。
・体力向上については、課題である柔軟性の向上に一層努力する必要がある。

・基礎的学力の定着と活用する学力のさらなる向上に向けた取組を充実する。（家庭学習の習慣化、スキルアップタイムの工夫、話し合い活動の推進）
・道徳教育を充実させ、やさしくあたたかい学校づくりを推進する。
・学習規律、生活習慣の確立のための取組を継続する。（あしへそはいの指導、生活振り返りチェックの実施）
・体力を向上させるために、ラジオ体操の継続実施や体育の授業での柔軟体操などの全学級での実施に努める。
・幼保小中の連携を強化する。また、地域の教育力を活用したり、地域の活動に積極的に参加する中で、コミュニティスクールの一層の推進を図る。

3.3

・会議の時間等を効率よく短縮できるよう努力している。
・校時表にしたがって、教職員は時間を守り、充実した業務
を日々遂行している。

○水曜日をノー残業デーとする。
○協働、連携、共助の心で業務を
行う。

４　教職員の肯定評価９０％以上
３　教職員の肯定評価８０％以上
２　教職員の肯定評価７０％以上
１　教職員の肯定評価７０％未満


