
平成３０年度　唐津市立西唐津小学校　学校評価結果

１　学校教育目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

●学力の向上
子どもが活動する授業づくりが
できているか。

・指名後の「はい」の返事の徹底化等の
ため、粘り強く継続指導を行う。
・ノート整理の訓練、習熟あるいは、授業
効率化のためのワークシトの有効活用の
実施。
・学習状況調査等の分析結果を基に、重
点的に指導が必要な領域・単元について
は、特に、指導司会型の授業に力点を置
いて指導を行う。

・学習規律（チャイム席、始め終わりの挨拶な
ど）、が身についてきた。また、教科書、ノート
を開いて授業の準備をし、スムーズに授業を
スタートすることができている。児童の意識の
向上がみられる。
・課題としては、説明する活動を意識的に仕
組んでいくことが必要である。
・ローマ字の習得が十分でない。

・グループタイムを利用し、どうしてそう
なるのかを、児童同士が話し合う活動を
多く仕組んでいく。

・3年生以上の児童には、「ローマ字練
習帳」を春休み用、夏休み用と作成し、
継続指導をしていく。

●ICT利活用教育
の
　推進

教職員のＩＣＴ利活用能力は向
上しているか。

・視覚的に有効なデジタル教科書や電子
黒板を積極的に使い、授業に役立てる。
・校内ランの有効利用を呼びかける。
・電子黒板との接続の点検や動作の悪い
パソコンの点検を行い、修理等を依頼す
る。
・児童、教職員の情報モラル研修を行う。

・年度当初、職員室の教師用PCにデジタル
教科書のインストールを行い、授業準備に役
立てた。
・随時PCの調子を尋ね、把握できた。修理等
については、進まない。
・情報モラルについて、自ら研修を受け、さら
に、校内研修も行うことができた。

・唐津市の情報部会などに、校内のPC
や電子黒板の現状を報告したが、唐津
市の予算等もあり、不具合の解消には
至っていない。PCを新しくするなどの方
策が必要。
・情報モラル研修は毎年行い、職員のモ
ラル向上を目指すことが大切である。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

●心の教育
温かい学校・学級づくりができ
ているか。

・生活・いじめアンケートやＱＵテストを実
施し、配慮の必要のある子については担
任と話し合いながら手立てを提案する。
・カウンセラーと連携し、授業の中で構成
的エンカウンターなど仲間づくりについて
取り上げ、児童の意識を高める。また、悩
みを持つ児童や保護者が相談しやすい
体制を作る。
・縦割り活動やボランティア活動を通して
お互いを思いやる経験を積めるようにす
る。

・月初めに「よいこアンケートを」行い、児童の
悩みや問題行動の早期発見、対応に役立て
ることができた。また、善い行いについても目
を向けさせ、お互いを尊重する意識を高める
ことにもつながった。目標には届かなかった
が９３％の児童が「学校生活が楽しい」と回答
している。
・平和集会やボランティア集会などの集会活
動を通して、平和の尊さや思いやりの大切さ
を学ぶことができた。

・気になる児童の情報交換や共通理解
を全職員で定期的に行う。
・問題行動や発達障害のある児童の理
解と対応について職員研修を行い、適
切な支援につなげる。
・善い行いをした児童を紹介したり、まじ
めに努力している児童を集会などで紹
介したり褒めたりする。

●いじめの問題へ
の対応

いじめの早期発見・早期対応に
向けた体制づくりができている
か。

・Ｑ－Ｕアンケートや毎月「西小よい子ア
ンケート」を　行い、児童の心の変化を見
逃さないようにする。
・登校状況や体調などについて養護教諭
や教育相談担当で情報交換を行い、気に
なる児童については早めに担任に声をか
け、相談しやすい環境を作る。
・悩みを抱える児童や保護者とＳＣやＳＳ
Ｗをつないでいく。

・ＱＵアンケートは夏季研修として分析を行
い、職員全員で対応についての協議ができた
ことはよかった。配慮の必要な児童について
は級外、ＳＣ、ＳＳＷも連携して対応する体制
が取れた。
・不登校児童への対応は早期対応で改善し
たものもあるが、原因が複雑で解決の糸口が
見えず長期化しているものもある。

・よいこアンケートやいじめアンケートを
定期的に行い、児童の悩みを早期に把
握し、早期解決を図る。
・不登校児童の登校支援については、
級外で担任のサポートを行い、ＳＣやＳ
ＳＷと連携しながら支援にあたる。
・通信などでＳＣやＳＳＷの来校を早め
に知らせ、相談や担任との打ち合わせ
の時間を設定する。

〇特別支援教育
の推進

全ての子どもにとって学びやす
い環境づくりができているか。

・いろいろな児童の実態に応じた指導法
や環境作りについて研修を行っていく。
・特殊音節や読みのアセスメントを行い、
個別の支援につなげる。

・小中で連携し、同じ視点で子どもを見ながら支
援につなげていくために、小中合同で発達障害に
関する研修を行った。また不定期に、学級でも使
える教材の紹介をしたが、継続的に行えていな
い。
・２学期以降に１～３年生を対象に特殊音節のア
セスメントを行い、必要な支援につなげた。しか
し、読みや書きなどの支援まではつなげられてい
ない。

・学級担任の声を継続して聞きながら、
実際に必要な支援につながる教材や環
境などの提案につなげていく。
・学級担任と連携して、読み書きの困難
さがある子どものアセスメント・支援につ
なげていく。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

●健康・体つくり
体力の向上や健康の保持増進
を意識した実践ができている
か。

・体育委員会からの放送や担任からの呼
びかけを行い、外遊びを奨励する。
・体育学習の工夫(カリキュラムの工夫)を
行い、体育の授業や体を動かすことが好
きな児童を増やす。

・外遊びをする児童が９０％を超えた。中休みにも
外に遊びに行く児童も多くいた。
・新学習指導要領に基づき、また、行事に合わせ
たカリキュラムの作成をしたことで、体育の授業に
対する意欲が高まった。
・スポーツチャレンジへの取り組みが少なかった。

・スポーツチャレンジを奨励し、学校全体
で取り組む体制作りをする。
・委員会などを活用して、児童を中心に
スポーツチャレンジに取り組めるように
し、体を意欲的に動かす児童を増やす。

〇食育の充実
子どもたちが食に関する正しい
知識と望ましい食習慣を身に付
けているか

・食の大切さに気付かせるために、食育
の授業を計画的に行う。
・食への興味関心を持たせるよう、バラン
スを考えた給食献立を子ども達に考えさ
せる。
・栄養や食材に興味関心を満たせるよう
に、赤・黄・緑の栄養素について広報等の
工夫をする。

・授業を通して、朝食の大切さや地産地消につい
て理解を深めた。保護者に対しても、試食会を利
用し、啓発を行い、実践化につなげた。
・献立作成では、自分の好みだけでなく栄養バラ
ンスや旬、彩りなどを考えて献立作成をし、リクエ
ストメニューとして給食に取り入れることで、食へ
の関心が高まった。
・栄養黒板の食材カードを低学年にも分かりやす
いように工夫した。給食を残さずに食べる児童は
９０％以上である。

・各学年の発達段階に応じて、計画的に食
育の授業を行ったり、給食時間の放送を通
じて、食への関心を持たせ、食に関する正し
い知識と望ましい食生活を身に付け実践さ
せる。　　　　　　　　　　・偏食のある児童に
対しては、栄養バランスや、食べ物の働きに
ついて繰り返し伝えることで、少しづつ食べ
ることができるようになると考える。

〇安全の確保
子どもの安全確保のための危
機管理体制は整っているか。

・様々な事故、災害等を想定した避難訓
練、防犯教室等を計画的に実施する。
・各訓練等の効果が上がるように、地域・
保護者や関連機関に協力を依頼し、子ど
もを見守る体制を作る。

・年度初めに設定していた様々な防災訓練につ
いては、計画的に実施することができた。必要な
改善点があれば、次年度に生かすような体制を
整えることができた。
・保護者用アンケート項目「学校は安全対策がで
きているか」の達成率は９５％以上を達成すること
ができなかった。

・防災訓練を計画的に実施するとともに、児
童の実態に即した防犯教室等を開催してい
くようにする。場合によっては、外部講師を
派遣した研修会等も実施していく。
・学校、家庭、地域が連携した防災・防犯の
ための体制を整える方策を引き続き探って
いく。
・学校が取っている安全対策を具体的に保
護者に知らせる。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策

学
校
運
営

●業務改善・教職
員の働き方改革
の推進

校務等の効率化の促進

・毎月第3週目をノー残業推進週間とし、
職員に積極的に呼び掛ける。
・校務サーバーを整理し、これまでの文書
データを有効的に活用できるようにする。
・校務を整理し、チームとして対応できる
ようにする。

・時間外勤務の平均値は31.5時間で、目標を達成
することができた。
・教材研究や、学級事務に費やす時間が多く、時
間外勤務が50時間を超える若手もいたが、コミュ
ニケーションの場を確保してやりたい。
・仕事の優先順位を考えて業務を効率的に行った
り、ワークライフバランスを意識したりしていると回
答した職員が80％をこえていた。

・若手教員に対しては、学校行事や提出物
について先の見通しを持って取り組ませる。
・若い職員が増えてくるなか、仕事のルー
ティーンのモデルを示してやることも必要に
なってくる。
・退勤目標時間を行事黒板に掲げ、その時
刻までの時間の使い方を、それぞれが意識
して働くようにする。

教育
活動

〇体験活動の充実
子どもが生き生きと体験する場
が設定できているか。

・地域ボランティアの代表者の方との事前
の打ち合わせを早めに実行し，ボランティ
アの方々の協力を仰ぐ。
・各学年の取り組みを年間計画に入れ，
教職員間で、体験活動の情報を交換する
場を設ける。

・児童の体験活動や地域・保護者と連携した
取組ができていると回答している保護者は、
９５％であった。
・はなまる連絡帳の掲示板機能を利用し、地
域ボランティアさんとの取り組みについて、職
員・保護者・地域へ情報発信を行うことができ
た。

・各学年の取組を年間計画に入れ込
み、地域ボランティア代表者と事前の打
ち合わせを早めに実行する。
・前年度の踏襲だけではなく、児童の思
いや願いを取り入れたり、事後活動を充
実させたりする取組を行う必要がある。

学校
運営

○地域連携・幼小
中連携

地域と共に取り組む学校づくり
ができているか。

・学校ボランティアの協力体制を深めるた
めに、地域との交流ができる内容を工夫
し、PTAや地域の会議などで協力を仰ぐ。
・西唐津中学校と授業参観や研修会を持
ち、情報や方策を共有する。

・小中連携事業として、中学校と年間３回の合同
研修会を実施した。また、中学校からの乗り入れ
授業を、６年生に行ってもらった。
・ミシン学習や読み聞かせなど積極的に協力して
もらった。児童も、来校日を楽しみにしていた。

・来年度も各学年で魅力ある体験活動
を仕組み、地域人材を積極的に活用し
ていく。
・中学校との連携は維持しながら、内容
の充実を図っていく必要がある。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

④情報発信、地域との連携に努め、開かれた学校づくりを推進する。

具体的目標 達成度

・地域や保護者が積極的に参加
する教育活動を計画する。 A

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

・時間外勤務の平均値を30時間
台にする。
・定時退勤日毎週金曜日に設定
し、実施率を50％台にする。

・各学年年間１回以上、子どもが
意欲的に体験する場を計画し、
実行する。
・事後活動の充実を図る。

A

B

本校の教育目標にある「学ぶ力」と「かかわる力」は、まさに学力の向上とそれを支えるための人との関わりを示している。具体的目標として「知：やる気」は学力を高めるための指導方法の改善である。子ども達が主体的に学び、自
己の振返りを行い、次時につなげるという学び方を身に付けさせることを継続していく必要がある。「徳：ほん気」は人と関わる力を高める支援の方法である。自分を大切に思う心を育てるために定期的にアンケートを実施し、必要に
応じて声かけを行いながら児童に寄り添ってきた。「体：げん気」は、基礎的な体力向上をねらい、日常の外遊び奨励を続けた。目標値には届かなかったものの季節を問わず運動場で多くの児童が遊ぶ姿が見られた。また、「食」に
関しても、栄養教諭を活用した食育指導を継続したことで、「平成30年度食育推進優良校」に認定された。本校の教育課題改善に向けて「保護者・地域等との連携」を掲げてきた。そのために様々な体験的活動を仕組み、その教育
効果を更に高めるために、地域人材・保護者との連携・協力を行ってきた。９５％を超える保護者が、その有用性を感じている。来年度も、地域人材・保護者との連携を図りながら各学年の実践や全校の実践を進めていく必要があ
る。

・保護者用アンケート項目「学校
は安全対策ができているか」の
達成率を９５％以上にする。

B

Ｂ

いじめアンケートや月初めの「西
小よい子アンケート」の結果をも
とに、気になる点については、担
任、生活主任、ＳＣ、ＳＳＷなど
複数で連携して、早急に解決に
あたる。

B

・児童の見取りをもとに、集団や
個別の支援につなげる。 B

③　体：げん気（のびのびと活動できる安全・安心な学校を作る。）

具体的目標 達成度

B

「給食を好き嫌いなく食べる」の
達成率を９０％以上にする。

B

・外遊びや体力作りに関する児
童用アンケートを実施し、その達
成率を９０％以上にする。

教育
活動

３　目標・評価

①　知：やる気（学力向上に積極的に取り組む。）

具体的目標 達成度

学ぶ力とかかわる力を持ち、たくましく生きる児童の育成

２　本年度の重点目標

①知：やる気⇒学力向上に積極的に取り組む。
②徳：ほん気⇒思いやりの心を持ち「人・もの・こと」と関わる心を育てる。
③体：げん気⇒安全・安心な学校づくりに取組む。
④保護者・地域等との連携を推進する。

教育
活動

教育
活動

・児童用アンケート項目「学校生
活が楽しい」の達成率を９５％に
する。

具体的目標 達成度

・学習規律の確立（徹底化）
・国語科、算数科を中心に書く活
動（ワークシート、ノート指導）と
グループワークを効果的に取り
入れ、児童へ習熟をはかる。
・児童主体の授業展開も継続指
導していく。

B

・「全員が使う、全員が使える」を
目指し、全職員がＩＣＴを有効に
活用した授業に積極的に取り組
む。

B

②　徳：ほん気（思いやりの心を持ち「人・もの・こと」と関わる心を育てる。）

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む

達成度 Ａ：ほぼ達成できた
Ｂ：概ね達成できた
Ｃ：やや不十分である
Ｄ：不十分である

資料２


