
様式１（小・中）

【小学校・中学校・義務教育学校用】

令和３年度学校評価 結果

中間評価 ５　最終評価

（１）共通評価項目

評価項目 取組内容
成果指標
（数値目標）

進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

●全職員による共通理解と共通実践 ●学力向上対策評価シートに示したマ
イプランの成果指標を達成した教師８
０％以上にする。

・校内研究を通じて教職員間でマイプラ
ンを共有し、組織として学力向上の取り
組みの促進を図る。
・「授業つくりのステップ１・２・３」のセル
フチェックや、指標についての振り返りを
行う。

B

・共通実践について行ったアンケートでは、児
童教職員ともに目標指数に届かなかった。
・全職員で全国調査の問題を解き、本校の結
果を踏まえ、課題と手立てを出し合った。ま
た、共通理解や実践内容も修正した。問題へ
の書き込みや振り返りを必ず行うよう確認し
た。

B

・共通実践については、職員の９０～９５％が
実践し達成できたと回答。児童の回答はやや
低かったが、全職員で学力向上に取り組むこ
とができた。
・１２月の県調査では県平均に届かなかった。
分析をし、課題克服のためにどんな手立てが
必要かさらに改善策を出し、継続して実践し

・
・学力向上対策コーディ
ネーター
・研究主任（副）

○基礎基本の定着
○家庭学習の充実
○補充指導の充実

○よかよかタイム（学び合い）を通して、
自分の考えを深めたり、広げたりするこ
とができたと思う児童が８０％以上にす
る。
○学習規律の徹底（聞く態度）

・授業のユニバーサル化を意識した問
題解決型の授業を展開する。

B

・全クラス、算数科において「もめみしまれふ」
の流れで問題解決型の授業を行っている。
・目的意識や必要感をもたせながら話し合い
活動を仕組んでいく必要がある。

B

・UDの視点を意識した問題解決型の授業を
行うことで、児童が自分の考えをもち、表現し
ようとする姿が多く見られた。
・家学・家読週間を年間５回実施し、家庭学習
習慣の定着を促すことができた。

・ ・学力向上対策コーディ
ネーター
・研究主任
・基礎学力向上部

●児童生徒が、自他の生命を尊重する
心、他者への思いやりや社会性、倫理
観や正義感、感動する心など、豊かな心
を身に付ける教育活動

○「道徳の時間」の充実を図り，児童の
道徳的価値の自覚を深めていく。
○Ｑ-Ｕテストを年１回実施し，学級経営
に反映させる。
○たてわりでの遊び・掃除・給食・学校
行事を実施し，たてわり活動の充実を図
り、活動が楽しいと感じる児童を８０％以
上にする。
○児童の困り感を早期発見し、対応す
る。

・各教科等との関連を意識した「道徳の時間」を
実施する。
・「ぽかぽかカード」の活用方法について見直し
をし,児童一人一人の自己肯定感を高める。
・学級経営研修会において，Ｑ-Ｕテストの分析
をもとにした経営案を策定し，不満足群を10％
以下に減少させる。
・児童会活動として、代表委員会を通して、企
画・実行をすることで、児童の達成感を高め
る。。
・生活指導協議会(第4水曜)で，児童の実態把
握と特別支援教育の手法の情報を共有する。

B

・年間計画に基づき、「道徳の時間」を実施できてい
る。また、行事との関連を考えて時期を考えて、年間計
画も見直しをしている。
・友達の良さを認め合い、自己肯定感を高めるため
に、ぽかぽかカードを放送や掲示で紹介する機会を増
やした。
・学級経営研修会で、Ｑ-Ｕテストの分析をもとにした経
営案を策定しすることができた。
・児童会活動として、代表委員会で運動会のスローガ
ンを決定し、運動会で児童が中心となって紹介すること
で、児童の達成感を高めることができた。

B

・年間計画に基づき、「道徳の時間」を実施でき
た。また、行事との関連を考えて時期を考えて、年
間計画も見直しを来年度の各学年の計画とする。
・ぽかぽかカードをクラスの友達だけでなく異学年
や縦割り班の人にも書いたり、掲示委員会に掲示
してもらったりして取り組むことができた。
・Ｑ-Ｕテスト再度実施し、気になる児童の変容を見
ることができ、更に各クラスで居心地のよいクラス
担うために、工夫し取り組むことができた。

・

道徳教育推進教師
人権･同和教育担当者
各学年主任

●いじめの早期発見、早期対応体制の
充実

○児童の実態把握のためアンケートを
全児童を対象にとり，いじめ問題等，早
期発見を行う。
○アンケートを活用して事前にいじめ防
止ができたと感じる職員を８５％以上に
する。

・アンケートを7月に実施する。
・「○月の心」を月1回行い，子どもとの二者
面談を実施する。
・「○月の心」を副担任も目を通し、複数の教
師で指導に当たる。
・全校集会や講演会をとおしたいじめへの予
防的指導を行う。 B

・いじめアンケートを全校児童対象に実施し、
気になる児童には個別で聞き取り対応をおこ
なった。
・毎月初めに月のこころを実施し、児童の心境
をアンケートを通し把握した。また担任だけで
なく、各学年グループの級外や副担任も必ず
目を通し、複数の目で児童を見守っている。
・1学期，2学期に1回ずつ，人権集会(ぽかぽ
か集会)を行った。集会を通して多くの児童
が，自分と同じように友達や人を大切にする
人間性や、お互いの人権を認め合う気持ちを
高めていた。

B

・全校で集まる行事が実施できなかったが、
電子黒板を使ったリモート放送を活用し、いじ
め0作戦をはじめ全校に向けたいじめへの予
防的指導を行うことができた。
・いじめ体罰アンケートを活用し、いじめに関
するチェックがついていた児童には、全員聞き
取りを行い関係する児童への事後指導まで
行った。
・年間を通し毎月初めに月のこころを実施し、
児童の心境をアンケートを通し把握した。また
担任だけでなく、各学年グループの級外や副
担任も必ず目を通し、複数の目で児童を見守

・

（主）生徒指導主事
（副）各学年主任

○いじめへの予防的指導の実施
○いじめ防止対策委員会の活性化

○いじめ防止等について、組織的対応
ができていると回答できる職員が９０％
以上にする。
○いじめ防止対策委員会を年2回開催
し，対応等の確認をする。

・心のアンケートやいじめアンケートを通して
子どもや保護者からの情報を得ながら，早
期発見と対策を目指していく。講じた対策が
適切であったか，対策委員会で検討し，次
へ生かすようにする。

A

・毎月初めに月のこころを実施し、児童の心境をアンケートを
通し把握した。また担任だけでなく、各学年グループの級外や
特別支援学級担任にも必ず目を通し、複数の目で児童を見
守っている。気になり児童へは個別に話しかけ、その都度対
応をしている。
・いじめ防止対策委員会を6月23日に開き1学期の児童の様
子や、講じた対策を協議し2学期への指導に生かした。

A

・学級担任だけで対応するのではなく、生徒指導担当や管理職などで
対応したことで児童への対応も一貫して行えた。、今後も複数の目で
児童を見守っていきたい。
・年間を通して毎月初めに月のこころを実施し、児童の心境をアンケー
トを通し把握することができた。
・いじめ防止対策委員会を3学期にも開き2学期以降の児童の様子
や、年間を通した変容から来年度に向けた指導に生かす。

・

こころの教育部（★山崎）

○「運動習慣の改善や定着化」
○「安全に関する資質・能力の育成」

○体育の授業や外遊びが好きであると
答える児童を８０％以上にする。
○児童生徒の交通事故を０（ゼロ）にす
る。

・学期に１回，「よかっこオリンピック」を実施し，
児童の体力向上を図る。
・外部機関と連携して安全教育に取り組み，児
童の安全に関する資質・能力・意識を高める。 B

・1,2学期はコロナウイルス蔓延予防のために、よ
かっこオリンピックは実施しなかった。３学期にドッ
チボールで実施予定。
・外部機関と連携し、避難訓練等を行った。児童の
交通事故も０であった。

B

・3学期はよかっこオリンピックを実施する予定だった
が、コロナウイルスの蔓延防止のために、中止するこ
ととなった。体育の授業や外遊びが好きであると答え
た児童が80％に満たなかった。
・すべての計画していた避難訓練を実施すｒことができ
た。

・

健康安全部

○食に関する指導の充実
○保健に関する指導の充実

・学校給食を通して，食事のマナーや感謝の
気持ちを育て、食事のマナーを意識して食
べる児童を70％以上にする。
・弁当作り（5･6年生）や食育講演会を通し
て，食の大切さや食に対する関心を高める。
○給食時間の指導を充実させ、ふり返り週
間を設ける。
○毎朝朝食を食べる児童の割合を80%以上
にする。

・給食便りや親子料理教室・給食試食会等
を通じて地域や家庭との連携と啓発を図る。
・栄養職員と連携した食育の授業に取り組
み，保護者に参観してもらったり参加型の授
業を行ったりする。
・保護者と連携して，自分の弁当を自分でつ
くる経験を積ませる。また，食育講演会を通
して食に関する関心を高める。

B

・給食目標を意識して過ごすことができるよう
に毎月１回目標について一斉指導をすること
ができた。また、振り返りの結果から概ね意識
できているが、項目によっては意識している児
童が少なかったので呼びかけを続けていく。
・試食会や親子料理教室が中止なり、家庭へ
の啓発する機会が少なくなったので親子で食
に関する意識を高めてもらうためにICTを活用
するなど新しい取り組みをしていきたい。

B

・食に関する指導については、オンライン等を
活用して一斉に指導するなどコロナ禍におい
ても指導を行うことができた。
・正しいお箸の持ち方ができている児童は
67％、お椀を持って食べている児童は93％
だったので、来年度も継続して指導していく。
・来年度は、家庭への啓発の機会を確保する
ためにも、試食会等はオンラインなどを活用し
て中止ではなく、形を変えて実施できるように
したい。

・

栄養教諭
健康・安全部

●業務効率化の推進と時間外勤務時間
の削減

●教育委員会規則に掲げる時間外在校
等時間の上限を遵守する。

・役割分担を明確にし、協同体制を整え
ていく。
・スクラップアンドビルドの徹底化。 A

・退勤時間を職員室前の日々の日程に掲示
するようにしたことと、毎日18:30に声掛けを継
続した。月平均45時間の上限を守ることがで
きている。

A

・コロナ禍の中、行事を精選・見直しを行い内
容を充実させて取り組んだ。更に事務の効率
化を図るために校務支援ソフトI-SCHOOLの
一層の活用や、モニター掲示板の活用を図
り、仕事の効率化を図った。

・

管理職

○チームによる教育活動の推進
○時間外勤務の縮減

○学校行事等には担当者を副数名配置し、
個人負担の軽減を図る。
○時間外勤務の時間を前年度比2割減とす
る。

・学校行事の目標や実施方法を見直し、
効率化を図っていく。
・指導部会で事前審議を行い、無理無
駄を徹底して削っていく。 B

・学校行事では、新型コロナ感染症防止と、働
き方改革の観点から、行事そのものや、時間
の見直し等を行い、リモート等を活用しながら
安全安心な教育活動に努めた。 B

・機動的な組織運営を目指して取り組ｔみが行
われたが、仕事の偏りが散見され、来年度に
向けて、更なる分掌組織の見直しが必要であ
る。
・時間外勤務の時間は前年度に比べると若干
だが減少傾向だった。

・

管理職

（２）本年度重点的に取り組む独自評価項目

評価項目 重点取組内容 成果指標
（数値目標）

進捗度
（評価）

進捗状況と見通し
達成度
（評価）

実施結果 評価 意見や提言

○教職員の資質向上

・わかる授業の創造
（共通事項の確認）
・校務分掌組織（指導部）の充実
・学年経営の充実
（転入職員が多いため，統一事項の確
認を徹底する。）

・各教科等の学習過程に「よかよかタイム」
を位置づけたり，ICT利活用や、他教科との
関連を意識したりして、授業がわかると答え
る児童数を　　７０％以上にする。
・指導部を中心とし，各学年の部員が確実に
部会決定事項の伝達と推進を行う。
・学年主任会（年8回）において，各学年の進
捗状況を情報交換しながら，学年経営の充
実を図る。

・各教科等の学習過程に「よかよかタイム」
を位置づけたり，他教科との関連を意識した
りする。
・部会長を中心とし，各学年の部員が確実に
部会決定事項の伝達と推進を行う。
・学年主任会（年8回）において，各学年の進
捗状況を情報交換しながら，学年経営の充
実を図る。

A

・各教科等の学習で話し合い活動を設けた
り、ICT機器を活用したりするなどして授業改
善に努めている。
・各部で決定したことは、アイスクールを通じ
て連絡し確実に実行してもらうように声かけを
して、実施することができた。
・学年主任会で、学校全体の共通理解を図る
ために情報交換をして、決定したことを学年で
取り組むことができた。

B

・話し合い活動の充実やICT機器の活用方法
について職員全体で共通理解を行うことで、
授業改善に努めることができた。

・

研究主任
管理職

◎志を高める教育

・地域を愛し、自らの夢や目標の実現に
向けて努力する気持ちを高める教育活
動の推進

・地域の物的・人的学習環境を導入し，
東与賀町民の一員であることの実感で
きる児童え育成し、事後の児童アンケー
ト満足度80％を目指す。

・生活科，総合的な学習の時間を中心に，各
教科で保護者や地域の人材活用を推進し児
童との交流を深め，よりよい地域生活を考え
る。
・学級ごとに，校門周辺での朝の挨拶運動を
地域の人や保護者と一緒に行う。

B

・１学期は新型コロナウイルス感染症防止の
観点から地域との交流がほとんどできなかっ
たが、２学期はできるところから、交流を行っ
た。
・挨拶については、５月から計画的に実施し、
２巡目に入っている。

A

・自然体験学習では、地域の環境や生き物の
保全に更に関心を持ち、総合的な学習の時
間で今後も地域の自然を守っていくための方
法などについて調べ学習を行い、考えをまと
めることができた。

・

地域連携
指導教諭

●･･･県共通　○･･･学校独自　◎･･･志を高める教育

５　総合評価・

　　次年度への展望

・保護者アンケートでは、児童が元気があり、挨拶がよくなっているという印象であることが分かった。
・分かりやすい授業の工夫については、保護者はよく工夫されていると感じておられることが分かった。今後とも授業中にICT等や学び合い活動を活用し、分かる授業改革を目指したい。
・基礎的・基本的な内容の理解と定着が十分ではない児童がおり、学習習慣の確立を図っていく必要がある。保護者の啓発を今後も図っていく。

達成度（評価）
 Ａ：十分達成できている
 Ｂ：おおむね達成できている
 Ｃ：やや不十分である
 Ｄ：不十分である

主な担当者重点取組
具体的取組

中間評価 最終評価 学校関係者評価

１　前年度

　　評価結果の概要

・保護者アンケートでは、読書を進んですることが多くなったと感じておられる保護者が多いことが分かった。実際一人当たりの貸出冊数も163.2冊（昨年度125.1冊）と大幅に増加した。今後とも読書好きの児童が増えるよう学校全体で取り組んでいきたい。

・言葉遣いについては、昨年度よりも学校は正しい言葉遣いを指導していると感じている保護者が多かった。今後とも道徳教育との関連を諮りながら一層充実させていきたい。

・分かりやすい授業の工夫については、保護者はよく工夫されていると感じておられることが分かった。今後とも個に最適な学びを保証する授業のUD化を念頭に、全職員で学力向上を目指して学び合い活動やICT機器を活用し、分かる授業を目指したい。

２　学校教育目標
『ふるさとを愛し、自ら学び、ともに生きていく東与賀小っ子の育成』

～「元気」と「笑顔」あふれる学校～

３　本年度の重点目標

○児童に、自分の存在感を実感させ、自己肯定感を醸成していく。

○基礎的・基本的な学習内容を定着させる。

○特別支援教育の体制づくりと支援方法の確立

○いじめに対する予防的指導を多面的に行っていく。

○市民性を育むために、教育活動の展開を図る。

学校名 佐賀市立東与賀小学校

４　重点取組内容・成果指標

●学力の向上

重点取組
具体的取組

●業務改善・教職員の働き
方改革の推進

●心の教育

●健康・体つくり

主な担当者
中間評価 最終評価 学校関係者評価


