
令和元年度　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も継続実施。
・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、力点を置いて
指導を行う。

・高学年においては、基礎・基本（計算
力・ローマ字10題ミニテスト等）を継続
して実施してきたので、児童本人から
も自己の成長を述べる感想が多数み
られるほど、頑張りがみられた。

・学習規律として、どの教科であれ、授業
者が代わっても、「はい」の返事の徹底
は、一枚岩で実践していくこと。「徹底と継
続」が必要です。
・チャレンジタイムの有効活用。チャレンジ
タイムの前に、ローマ字等の練習プリント
等を配布し、計画的に身につけさせてい
く。

〇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。

・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。
・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。

● 志を高める教
育

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

・ 全ての教科等、学校行事等を通して、夢や目標に
ついて自ら考えさせる時間や場面を設ける。

・ 「あなたは、自らの夢や目標の実現に向けて
努力していこうと思いますか」というアンケート
を年２回実施した。どちらも、９２％になり、目標
である９０％を上回ることができた。

・今後、全ての教育活動をキャリア教育の視点で捉え、学
校や学級の実態に合わせて取り組む。一人ひとりの児童が
「夢や目標を実現させる」ために何が必要なのか、これから
確実に大人へと成長を続ける児童に、今、身に付けさせた
いことは何かをしっかりと考えさせたい。

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
ンターなどの仲間作りについて取り上げ、児童の意
識を高める。
・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」で児童の悩みや
問題行動の早期発見、迅速な対応に役立てる
ことができた。
・児童の善い行いに気付いた教師が「ほめほ
めカード」を書いて掲示し、児童のよさを認める
温かい雰囲気創りにつなげた。
・95 ％以上の児童が「学校生活が楽しい」と回
答し、目標を達成することができた。

・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。

●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。
・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。さら
に、悩みを抱える児童や保護者とＳＣやＳＳＷをつな
いで連携して問題解決を図る。

・Q-Uアンケートの分析を職員研修で行ったり、
生　活指導協議会などで児童の気になる様子
を随時報告し、対策について職員全体で共通
理解することができた。
・悩みを抱える児童や保護者とSCやＳＳＷとつ
なぎ、連携して問題解決を図ったが、保護者の
理解が得られず解決が難しいケースもあっ
た。。

・高学年全児童とＳＣの個別面談の時間を設定
し、児童が相談しやすい関係を作る。
・保護者や児童との相談や問題などは、管理
職も含めた複数で、協力して対応に当たる。
・保護者の理解を得て、病院や相談機関とも情
報交換し連携をしながら　問題解決に当たる。

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。

・学級集団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。

・学校全体で特別支援に対する専門性を高めるた
めに教育課程などについての研修を行った。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、少人数指導の中で習得できるように
していった。

・担任の声を聞きながら研修の内容を考えてい
くことで、実践につながるようにしていく。

・低学年のうちに読み書きの課題を減らせるよ
うに、アセスメント・指導を継続していく。

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。
・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。

・よく外遊びをする子とそうでない子の２極化が
見られる。次年度の課題だと思われる。
・タグラグビーの授業を協会の方にGTとして来
ていただき指導していただいた。４５分間，楽し
みながら体を動かし，体育の授業や体を動か
すことが好きな児童を増やすことにつながった
と思われる。

・体育委員会からの放送や担任からの呼
びかけ等を行い、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、体を動かすことが好きな児童を増や
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・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や指導を行う。
・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。

・健康に関する意識調査の結果では、健康に
食は大切であると考えている児童がほとんどで
あった。
・毎日の給食では赤黄緑の色分けをして掲示し
ているが、指導は十分にできなかった。
・家庭科の献立作成の授業で給食を用いて学
習することができた。

・給食時間を中心に健康と食について学
級担任と連携して指導を行うことで、健康
に食は大切であると考える児童を増やし、
食に関する正しい知識と望ましい食習慣
を身に付けさせる。

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。
・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。

・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９０％であった。

・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
90％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。

・教職員間で、体験活動の情報を交換する場を設け
る。
・学校ボランティアの方々の協力を積極的に活用す
る。

・１年生の昔遊びでは、けん玉やリムころがし、２年
生では地域の探検、３年生では３世代交流として竹
とんぼや凧の作成、４年生では、大豆栽培を行い、
みそやきな粉を作る体験、５年生では田植えや稲刈
り、６年生は、税や薬物乱用の防止等各学年で魅
力ある体験活動を仕組み、学校ボランティアの方々
を積極的に活用することができた。

・各学年で、魅力的な体験活動を仕組み、地域
人材を積極的に活用していくことはできたがほ
ぼ、教師主導の計画であることが多かった。今
後は、児童が自ら課題を設定し、課題解決の
ために地域の人材を主体的に活用できるよう
に仕組んでいきたい。

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。

・管理職を中心に、地域の会議に積極的に参加し、
学校ボランティアの方々に学校の行事に対する協
力を呼びかけ、各学年の体験活動が円滑に進むよ
うにした。また、教育の日には影絵劇の実施をして
多くの保護者の参観を得たり、６年生を送る会で
は、保護者の方から「涙が出ました」という手紙を頂
く等、保護者が参加してよかったと思えるような教育
活動を計画することができた。

・西唐津中学校と授業参観や研修会を年２回
持ったが、今後、さらに情報や方策を共有し小
中連携を深め、地域と共に取り組む学校づくり
を推進していく。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

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

・毎日朝食を食べる児童を90％以上にする。
・自分自身で食材を選んだり、調理する力を
身に付けさせる。

B

・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。

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。

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

B

A

A

達成度

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。

・児童の見取りをもとに、集団や個別の支援
につなげる。

達成度

・地域や保護者が参加し易い、参加したいと
思えるような教育活動を計画する。
・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９年間というスパンを見据
えながら計画を立て、内容の充実も図ってい
く。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

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。）

A

A

具体的目標

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

・学習規律の確立（徹底化）
・国語科では、３年生以上の学年において
は、【ローマ字の習得】、算数科をでは、復習
にも力を入れて、基礎・基本の力を児童につ
けていく。
・また、児童を発言・発表（説明）等も多く授業
に取り入れて、指導していく。

・「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

A

具体的目標

・ 自らの夢や目標の実現に向けて努力する
気持ちがあると答える児童を９０％以上にす
る。

達成度

教育
活動

・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。

・各学年年間１回以上、子どもが意欲的に体
験する場ができるようにカリキュラムマネジメ
ントを行う。
・学校ボランティア代表者と事前の打ち合わ
せ等を十分に行い、取組を充実させる。さら
に、事後活動を充実させる。

A

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。）

・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。

B

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 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


