
１　学校教育目標 ２　本年度の重点目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

担当
分掌

担当者

・年間６回のＣＳ会議の充実を図る。
・職員・保護者のＣＳへの理解を高め
る。

・全職員がＣＳ会議に参加する。（交替で複数回参加する）
・育友会総会や学校行事の折に、ＣＳ活動について保護者への説
明を行ったり、学校だよりなどで活動の詳細や成果等を伝えたりす
る。

総務 古川

・育友会・地域との連携を深め、合同行
事を開催し、昨年より参加者を増やす。

・小中合同行事では、児童生徒による実行委員会を設置し、児童生
徒が自主的に活動できる場を設定する。また行事の中で児童生徒
が表現力を活かし、活動できる力を育成し、保護者や地域の方の思
いや願いを大切にした行事にする。
・育友会との連携を深め、育友会と職員が一体となって行事を盛り
上げる。

教務 宮﨑

・学校からの通信やＨＰ等を通して学校
情報を細やかに発信する。

・各種便りの更新を、各担当ごとに振り分け随時更新できるようにす
る。
・行事などの取り組み報告は、開催後速やかに更新する。

情報 松浦

●授業改善・教職員の
働き方改革の推進

・校務等の効率化の促進

・日々「本日の退勤時刻」を予告し、6時までの退勤を促すとともに、
業務が立て込む時期は、【残っても良い日】を設定することで、メリ
ハリのある勤務となるよう教師の意識改革を図っていく。
・各教職員の勤務時間を把握し、５０時間を超えた職員には声かけ
を行う。

総務 古川

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

担当
分掌

担当

・全国・県の学習状況調査全職員での分析を通して、課題を共通理解し、系
統的な指導ができるようにする。
・家庭学習の仕方について、家庭学習パワーアップ週間での取組を通して、
保護者にも働きかけながら基礎基本の定着を目指す。
・授業や集会等の中で、必ず児童が感想をを発表する場面を設け、６０％以
上の児童が発言できるようにする。
・朝の時間や休み時間などに読書を推進し、年間１００冊以上借りることを目
標に取り組ませる。

研究
主任

橋本

・「学習の手引き」を活用し、保護者評価で８０％以上の児童の定着ができる
ようにする。
・専門部の活動の中で、家庭学習や自主学習の取り組ませ方について検討
し、全学年で統一した指導を行い、家庭学習の定着につなげる。

学力
向上
部会

富﨑

○小中一貫による教
育活動の充実

小中が相互理解を深め一貫校として連
携を強化し合同の会議や研修の充実を
図る

・小学部の一部授業を中学部教科担当者が行ったり、合同行事で
は小中職員が一体となって指導にあたったりしながら、連携を図り、
充実した教育活動にする。
・各種会議や研修会を小中合同で行い、共通理解を深めながら、全
員で９年間を見通した指導を行う。
・合同行事においては、児童生徒の意見も取り入れながら、小中の
職員が協力し、運営を行う。

教務 宮﨑

小中共通の校内研究テーマ、「小中一
貫教育における新しい時代を生き抜く
力の育成」を目指し、授業を中心にした
研修の充実を図る

・校内研究では、小中合同の授業研究グループを組織し、事前研・
研究授業・事後研の中で意見交流しながら系統性を意識した授業
を行うことで、一貫校の教師としての授業力の向上を目指す。

研究
主任

橋本

電子黒板及びタブレットを有効活用した
授業実践

・情報教育推進教員やＩＣＴ支援員の計画のもと、ミニ研修会を実施
したり授業での効果的な活用方法について話し合ったりして学び合
う。
・長期休業中等に、ＩＣＴ支援委員による電子黒板などの研修会を開
き、技術の向上につなげる。

情報 中島

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

担当
分掌

担当

●心の教育 豊かな心の育成
・年間１回以上、ふれあい道徳を実施する。
・年間通して、縦割り活動をおこない、異年齢交流の充実を図る。
・いろいろな行事を通して、地域の方々との交流の充実を図る。

特活
情報

吉田
富﨑

●志を高める教育
郷土愛をもとに自分の夢や目標にむけ
て努力する気持ちを高める教育活動の
推進

・松梅ウォークラリーへの参加を通して地域への理解を深める。
・松梅検定（高学年）に向けた準備を通して地域への知識を広げる。
・道徳や総合的な学習の時間を通して、自分の目標や夢について
考えさせる。

教務 宮﨑

いじめ０の取り組みと､人権教育の充実

・毎月「心のアンケート」を実施する。教育相談週間に個人面談を実
施し早期発見、早期対応をに努める。
・「人権集会」や「人権週間」「平和集会」を計画的に実施し、互いの
人権について考えさせる機会を設ける。

教育
相談
人権
同和

松尾
吉田

生徒指導の充実

・学校での生活のきまりを年度初めに全職員で共通理解する。
・生活朝会で具体的な例を挙げながら話をし、望まし行動ができる
よう指導を行う。
・各学級で月目標に対する具体的目標を設定し、取り組みの評価を
各学級で行うようにする。

生徒
指導

松浦

●健康・体つくり
基本的な生活習慣の定着
体力の向上

・年に２回（６．１１月）、調査を行い、その結果を保護者に情報提供
して啓発を図っていく。
・なかよしタイム（縦割り遊び）や若松タイム等で遊びの種類を児童
に紹介して、晴れた日の外で遊ぶ児童を１００％にする。
・高学年体育の授業に、中学部体育教師とのTTで取り組み、小中
の連携を図る。

体育
主任

中島

○特別支援教育 各児童の特性に応じた指導の充実

・個別の指導計画を作成をし、支援について全職員で共通理解する。
・特別な支援を必要とする児童への対応ついての共通理解や研修会を、小
中合同で実施する。
・職員連絡会の際には、各学級における特別な配慮を要する児童の情報交
換を行うとともに、年間5回ほど小中合同の支援協議会を開催し、、小中学
部で共通したかかわりが行えるようにする。

特支
Ｃ

木田
梶原

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

担当
分掌

担当

教
育
活
動

○幼・保・小連携 幼・保・小の交流の促進

・児童理解を深め、分かりやすい指導に努め、幼小の段差を緩和す
る。
・就学後の育ちがスムーズにいくように、、就学前の学びや育ちにつ
いて、園や児童館との情報交換を密に行う。

教務
幼小
連携

富﨑
飯盛

具体的目標

学
校
運
営

○コミュニティスクール
　による学校運営

・ＣＳ会議に全職員が交替で参加しＣＳの意
義や活用についての理解を深める。
・ＣＳについての保護者の理解を８０％以上
にする。

・「体育祭」「文化祭」「松梅フェスタ（柿むき
大会）」「餅つき大会」等の際、保護者や地
域の方へ広く呼びかけ、参加者率７０％以
上を目指す。

・各種便りや行事に関する活動報告を発信
することにより、保護者90％、地域60％以
上の周知を目指す。

・校務分掌の適正配分を行い、効率的な業
務への取組を推進する。
・教職員の時間外勤務について1ヶ月あたり
５０時間を超えない割合を８０％以内にす
る。

②　確かな学力の育成

③　心の教育、健康・安全教育の推進と特別支援教育の充実

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

具体的目標

具体的目標

・児童生徒を９年間で育てるという視点で、
職員会議、校内研究、生徒指導校内支援
会議等を小中合同で行い、職員間の連携、
情報共有を図る。
・中学部職員による小学部授業の実施や
研究等では、相互参観をし、協議したり共
有したりしながら、交流を深める。

○教職員の資質向上

・小中共通の授業デザインに基づく授業実
践をおこなったり、講師を招いての研修をお
こなったりして、教職員の資質向上を図る。

・地域松梅について知っている児童、自分
の目標が夢があると答える児童を８０％以
上にする。

・年３回以上、保育園（児童館）との連絡会
をもち、情報交換を行う。

・全授業担当者が、授業中に電子黒板を活
用できるにする。また、タブレットも、できる
かぎりパソコン室や教室で活用できるよう
にする。

具体的目標

教
育
活
動

・道徳の授業を中心に各教科や縦割り活
動、いろいろな行事等を通して、あたたかな
人間関係、豊かな心を育む。

●いじめ問題への対応

・「いじめ・命を考える日」の取り組みを充実
させる。
・人権教育を推進し、全職員が一人1回以
上研修会に参加する。

自他のことを意識した行動を心がける児童
の育成を目指し、指導を行う。

・「早ね・早起き・朝ごはん」の実践を日々の
連絡帳の項目等に起こして取り組む。
・天気の良い日は、外遊びを奨励し,日頃か
ら身体を動かす習慣を養う。
・体育の授業で、年間を通して体つくりや体
ほぐしの運動に継続して取り組む。

・特別な支援を必要とする児童については、適
宜、実態把握を行い、全職員で共通理解を図り、
一貫した支援を行う。
・発達障害等の障害特性についての理解を深
め、一人一人の応じたかかわりができるようにな
る。

教
育
活
動

●学力の向上

基礎基本の定着
表現力の育成
読書の推進
家庭学習の定着

・県や国の学習状況調査において、県の平均を
上回ることを目指す。
・基礎基本を確実に定着させる。
・授業や教育活動等において自分の考えを自ら
発言できる子どもを育成する。
・読書を推進し、年間貸出数の平均を１００冊以
上とする。

・学習用具の準備、学習への構え、家庭学
習の習慣化等について、家庭を巻き込んだ
指導を繰り返しおこなう。

①　地域とともにある学校づくり

２０１９年度　 佐賀市立松梅小学校　学校評価計画

ふるさと松梅を担う心身共に調和のとれた子どもの育
成
学校スローガン　　「小さな学校　大きな未来」

　①地域とともにある学校づくり
　②確かな学力の育成
　③心の教育、健康・安全教育の推進と特別支援教育の充実

３　目標・評価


