
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

2.9

・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。
・めあて、振り返りの充実を図るため、学年ごとに検討し、継続的に取
り組み、児童が学習の成果を感じる工夫に心がけた。
・板書型指導案を活用し、授業改善に成果を上げている。

・継続的に授業・学習に取り組めるよう様々な工夫をさ
れている。結果が出るには、時間が掛かると思うが、さ
らに工夫してほしい。
・学習指導については、最近の指導と昔とでは全く違
い、学校にお願いするのが、更に研修をすすめてほし
い。
・授業後の評価にも力を入れよう望む。
・生徒の個々を対象とした振り返りが必要ではないか
と考える。

3.0

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

2.9

・児童に学びの実感をさせ言語活動の充実が達成できるように、授業
中のペアやグループによる話し合い活動を意図的に仕組み、日々の
授業や授業研究に取り組んできた。
・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。どのような問題が児童
にとって苦手意識が高いのか、校内研修を通して共通理解し、日々
の授業の中で考えてきた。

・算数や理科の理解において、必要な論理性や判断
力、表現力を身につけるには、むしろ国語の学力を伸
ばすことが重要なのではないか。教科の間で相乗効果
を挙げる観点からの工夫があってもよいのではない
か。

3.0

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

3.2

・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（本年度は全校で取り組む内容を統
一）させ、基礎学力の一層の定着を図る。
・基礎学力の向上には家庭学習の定着が欠かせない。学年に応じて
宿題プリントを作成し取り組んでいるが、今後は全校体制で、宮野小
学校ならではの家庭学習の取組方法を考える必要がある。

・活用する為には、教える側の柔軟性が必要であると
感じる。学力向上の前に、勉強に対する興味を引き出
す仕掛けがもっと必要かと。
・学力、特に基礎学力を充分身につけさせるべき。
・理解がおくれている子の家庭学習の定着のために
は、短時間でも親子で取り組めるような宿題プリントを
工夫することが必要ではないか。

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。また、「おすすめの
本３０冊」を提示すし、読む本の内容にも変化が見られるようになって
きた。

「指導員や図書ボランティアに頼る活動」ではなく、継
続的にどんな活動をするか考えて欲しい。
・小学校での読み聞かせが中学校でも取り組まれてい
るので、今後も継続してほしい。
・読書が好きな子供が増えれば、ゲームに費やす時間
も減少するのではないか。

3.0

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

2.7

・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。ま
た、全校でフリートークを金曜日の朝の活動時間に設定し、支持的風
土を大切にし、安心できる学級づくりに努めている。
・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。

・安定した思いやりのある子どもの育成は、様々な学
校生活を通して感じることができる。
・地域と連携した取組がよくされていると思う。
・やさしさや思いやりについて、単なる知識として教え
るのではなく、学校生活の全ての課程で、さまざまな体
験を通じて、そのことが子どもたちに身につくような工
夫をしていただきたい。

3.3

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

3.2

・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
で特技を発表することで自己有用感の醸成につながった。
・昨年度の反省より、異年齢集団によるたてわり班遊びの時間を増や
し、月に１回程度継続して実施してきた。そのことにより、全校的なよ
りよい人間関係を構築することができるようになった。
・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。

・教科指導をはなれて、ロング活動の中でいろいろな体験を
させることが大切であろう。
・宮野っ子独自の活動も良い事だと思う。地域と一体で行事
に参加することも継続してほしい。
・団体行動の重要性、協調性を培うことが必要である。
・個性をしっかり伸ばしてほしい。
・異年齢のグループ出場もあることから、貴校の実施されて
いるたてわり班遊びの効果もあがっているのではないかと考
えます。

3.4

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

・今年度も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。また、学校保健安全委員会では、保護者へも児童の体
力面を知らせると共に、家庭でできる柔軟性を高める運動の紹介も
行った。
・ラジオ体操の通年での実践や外遊びの奨励、体育的行事（水泳記
録会、陸上記録会、持久走大会・長なわ大会など）を通して、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。

・小学校時代の体力向上が一番大切、と言われていま
すが、基礎体力づくりは、どんどん行うといいと思う。
・健康第一、基礎体力の増強（高学年）に励んでほし
い。
・運動としては何でもよいのでしょうが、ラジオ体操は
一般的に認知度も高いので、世代を超えて指導された
り指導できるので、とてもよいことだと思います。

3.5

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
○生活アンケートを活用する。
○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

3.1

・「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。
・児童のよりより生活習慣を定着させるため、学期に１回「生活ふりか
えりチェック」を実施し、家庭と連携し生活改善に取り組み成果を上げ
ている。
・言葉遣いが気になる児童がいる。

・出来ていることと、課題がはっきりしていることは、取り組ま
れているからこそのテーマだと、家庭でも今後考えるべき課
題です。
・横断歩道で会釈をしている子がたくさんいます。
・挨拶は、校内だけでなく、登下校を含めて校外での指導も
十分していただきたい。
・言葉遣いの指導は、大事なことで継続指導を望む。
・歩行者は右、自転車は左、といった交通ルールが十分身に
ついていないと感じる。しっかり指導する必要がある。

3.4

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２８年度　山口市立宮野小学校　学校評価書　　　校長(  清　　　寿光   ）

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

・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。

・知力・徳力・体力の向上
・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　～交通安全指導の徹底～
・初任、２・３年次教員を組織で育成　～１０００日プラン～
・人権尊重の精神に基づく教育活動の推進　～体罰の根絶～

・学力向上に向け、全教員が授業改善に積極的に取り組んでいる。一定の成果は確実にでているが、全国学力学習状況調査、県確認問題等の結果から、今後も本校独自の取組を粘り強く継続し指導していく必要があると感じる。児童個々
の力を更に伸ばすために、個別指導の充実、家庭学習の習慣定着等に、今後の取組の課題を感じている。
・生徒指導面では、全校的に落ち着いた学校生活を送っている。各学級担任のゆるぎない指導の成果だと感じている。挨拶は、校内ではある程度できているが、校外生活ではできていないという評価もいただいている。今後の課題である。
また、年間を通して、大きな事件・事故は起きていないが、自転車指導を含めた交通安全指導については今後も積極的に指導していかなければならない。
・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では、児童自身の主体性や協調性を伸ばし自己有用を高める取組に成果を感じる。今後も継続的に取り組んでいく予定である。
・体力向上については、行事中心の取組であるが、日常生活に沿った取組を考え、課題である柔軟性の向上に一層努力する必要がある。

・今以上に、本校独自の取組を通じて基礎学力の定着を図ると同時に、日々の授業改善に努め、更に個別指導、家庭学習のあり方を見直し、深化・充実を図っていく。
・新学習指導要領の改訂による「特別の教科である道徳」教育の充実に向け、改訂の趣旨を十分把握し、心の教育の推進に具体的な方策を探る。
・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。
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○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

3.1

・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。

・様々な職員が在職される中で、業務バランスが適切
にされているのかは、とても気になります。成果と課題
がはっきりしてくるほど、職員１人ひとりの業務効率や
許容値に差がついてしまのうではないかと思う。
・職員の残業等は、ぜひ軽減を望みます。
・職員会議等の内容を十分吟味すると同時に、様々な
会議に参加するメンバー構成なども工夫をこらし、業
務改善に努めてほしい。
・ノー残業デーの設定はよいが、実現可能な方策を具
体的に考えるべきではなかろうか。

2.6
○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。

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

3.2

・会議の時間等を効率よく短縮できるよう、会議時間をあらか
じめ表示するなど、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

2.4

・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。
・管理職を中心に平日もできるだけ退庁時刻を早くするよう呼
びかける。


