
平成２９年度　小城市立三里小学校　学校評価結果

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

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

基本的な学習習慣・
態度の定着

・児童の学習習慣の意識化のために，「家庭学習
十ヶ条」「自習学習のポイント」を各家庭に配布し，
学級便りや懇談会等で保護者への啓発を図る。

・家庭学習啓発のために作成したパンフレット「家庭学習の十
か条」を基にして保護者との連携を基に継続的な取り組みを
行った。
・個人差がみられる児童へ家庭学習を定着させるために学習
理解に応じて改善をする必要がある。

・学年末懇談会などで、学年末・春季休業期間における
家庭学習の必要性を保護者にも伝える。
・国語科及び算数科においては毎週「国語タイム」「算数
タイム」を計画的、継続的に実施することで基礎学力の
定着を図る。

確かな授業力の向
上、専門性を高める
研修

・校内研究、年５回の研究授業、スキルタイムの公
開などを行い、学習過程や取組の共通化を確認
し、実践する。
・授業後の研究会だけでなく、指導案作成や事前
指導から各グループで検討を重ね、わかる授業展
開を見いだす。
・理解したことの定着を図るための時間を学習時
間内に確保し，まとめの時間を充実させる。

･「書く意欲」「書く技能」の向上に向けて年５回の研究授業と
小城市研究大会での授業を行うことができた。
・研究会では教師１発言は必ず行うことを確認し充実した研
究会となった。
・研究授業だけでなく普段の授業においても教師同士相談し
合うなど授業力を高めようとする意識が高まった。
・学力状況テストやCRTなどの書く力は平均して高いが、個人
によって差が大きい。

・今年度に引き続き研究授業や授業に関しての研修会
を重ねる。
・児童にもめざす所を明確に具体的に示し授業を展開す
る必要がある。
・少人数で学習していることを生かし、個に応じた支援を
探ることも必要である。

◎教育の質の
向上に向けた
ICT利活用教育
の推進

ＩＣＴを積極的に活
用した授業の実施

・各教科において，電子黒板やタブレットＰＣの有効
な活用方法を研究し，授業で用いる。
・ＩＣＴを利用した学習の推進や機器の操作などに
関する職員研修を行う。

･校内研究や普段の授業において、ICTを利活用した授業実
践を全学年で実施できた。
・機器の技術的課題を改善することや，新しいICT機器の周
知，タブレットＰＣの使用頻度を高める必要がある。

・継続して、ICT支援員の定期的来校を図り、授業での機
器サポートを依頼する。
・職員研修として長期休業を中心に、機器操作や授業で
の具体的な実践に関する研修やデジタル教材の作成、
整理を行う。

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

読書活動の推進

・３月末までに全児童の100冊読破を目指す。
・貸出時における個人貸出冊数の意識付けを行
う。
・各学級で週に一度は図書館に行く機会をつくり，
読書を促す。
・「としょかんだより」で学年別貸出数を公表する。
・国語科や学級活動など学習に関する本を１つの
コーナーにまとめ児童の関心を高める。

・２月現在で、１００冊読破達成者は５2名で全校児童の９
６％を達成した。下学年は２００冊、３００冊と数多くの本を借り
る児童もいる。
・しかし、ジャンル別にみると絵本や科学が多く９類（文学）は
少ない傾向にある。
・今後は多くのジャンルに興味をもたせることが課題である。

・学級活動や国語の時間で読書についてのオリエンテー
ションを行い、様々なジャンルの本があることを知らせて
興味をもたせる。
・司書と図書館担当教諭、学級担任が連携して計画的
に読書活動を進めていく。
・全校児童１００冊読破をめざすことは今後も引き続き呼
びかけていく。

礼儀・あいさつ

・今年度の生活目標に掲げ、「明るい挨拶、元気な
返事、正しい言葉づかい」「いつでも（朝だけでな
く）、どこでも（校舎内での会釈も）、だれにでも（地
域でお世話になっている方にも）」の言葉を加え、
家庭教育指針強化週間を設定し、呼びかけてい
く。

・「あいさつや返事ができている」の項目で児童が８６％、保護
者の評価は９６％と高い評価を得ている。今後も、ふり返り表
や臨場指導に取り組んでいきたい。
・６月の人権教室で、「おもいやり」のある言葉について提案
し、１２月の人権集会ではふりかえった。全校が前向きに取り
組めたようすがうかがえた。また、９６％の児童がおもいやりの
ある言葉を使えたと回答していた。

・家庭教育指針ふりかえり表の「あいさつ」の項目は、児
童が回答しやすいような文言にする。

●いじめ問題へ
の対応

いじめゼロ

・QUテストを､学校全体で学級づくりに活かすことが
できるよう、講師招聘の職員研修会を実施する。
・三里小いじめゼロ宣言を児童に示し、「いじめに対
する危機意識」を高める。

・ＱＵテストをもとに講師を招聘して、職員研修会を開催したこ
とにより、分析の仕方等、詳細に学ぶことができた。そのことに
より、児童理解が進み、学級づくりを進めることができた。
・毎月、心のアンケートを実施し、個別に対応することができ
た。また、必要に応じて、スクールカウンセラーに繋げることが
できた。
・「三里小いじめ０宣言」の掲示により、児童への意識付けを
図ることができた。

・今後も職員研修会を継続する。年間での児童の変容を
確認するための職員研修を行い、より一層学級づくりに
活かせるようにしたい。

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

児童の健康的な生活
習慣の確立

・基本的な生活習慣を身につけ健康的な生活を
送ることの大切さを､保護者や児童に発信するた
め､「ほけんだより」や掲示板を活用する。

・保健だよりや掲示板を活用し、月にあった内容で保護者や
児童に発信できた。

・月目標に挙げて、全教職員で共通理解し全校的に取り
組む。
・保健だよりや掲示板による発信を継続し、健康的な生
活習慣の定着を図る。

たくましい体づくりの推
進

・毎日の朝ランニングへの参加を奨励する。
・運営委員会主導のもと，長縄集会やスポーツ
チャレンジ週間を計画し，全員が運動に親しむ機
会を増やす。
・給食を残さず食べる態度を育てるため、栄養教
諭を招いて食について学ぶ機会を設定する。（学
級指導、なかよしタイム等）

・朝ランニングへの参加は多くの児童ができているが，歩く児
童もいた。
・輪くぐり大会，縦割り班や学級での長縄集会の計画・実施に
より，休み時間に体を動かして遊ぶ児童が多くなった。
・栄養教諭に「野菜の栄養」について講話をいただき、野菜を
食べることの大切さについて知らせることができた。

・今後続けるならば，自分のペースで歩かずに走ることを
徹底していきたい。
・運動に親しむ機会が増えたので，今後も継続して行っ
ていきたい。また，他の種目についても実施していきた
い。
・感謝の気持ちを持って食することができるよう、今後も
栄養教諭と連携した食育を進めていきたい。

○体験活動の推
進

体験活動を通した実
践力の育成

・自然体験，農業体験，ボランティア体験の目的を
児童に理解させ，主体的・計画的に取り組む。
・振り返りカードを作成し，次年度の縦割り班活動，
三里ふれあい自然塾などの活動に活用する。
･地域の方や、ボランティアスタッフの方に対して感
謝の気持ちを持って、あいさつや礼儀を示すことが
できるように指導を徹底する。

・サマーキャンプや体験活動の前に、「あいさつ・返事・感謝の
心」を意識させて取り組ませることで、活動の場面ではあいさ
つができる児童が増えた。
・サマーキャンプ以外での振り返りカードの作成ができなかっ
た。
・実習園の農業体験は、内容によって低学年にも広げ体験さ
せることができた。

・サマーキャンプの活動が学校主体にならないよう、十分
に話し合って進めていきたい。
・子ども達が生き生きと活動できる自然塾の行事になるよ
うに、育友会や青少健と連携して進めていきたい。そのた
めに年度当初に共通理解の場が必要と感じる。

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

○学校経営方針

学校教育目標及び経
営方針、
重点的な取り組みの
周知

・学校教育目標の意味や目指すところについて、
学校説明会等で具体的に説明したり、学校便りで
毎月その達成状況について触れることで周知を徹
底する。
・児童の伸びや成長について、校区民に対して学
校だよりで積極的に知らせていく。

　学校教育目標達成に向けた様々な取り組みが充実してい
たし、その成果が表れていると思う。しかし保護者アンケートに
よると、教育活動の成果が「出ている」割合が、昨年度より減
少した。また、学校教育目標に向けて「頑張って続けているこ
とがある」児童の割合も少し減った。児童の頑張りや伸びが保
護者や児童本人へ十分伝わっていないように思う。

　周知を図るという意味ではその手法や頻度について工
夫・改善をしていく必要がある。

○教職員の資質
向上

教職員の資質向上
服務規律の保持

・全員が教育センター研修講座等に１回以上参加
する。
・長期休業を中心に，各種講座・講演会や研究発
表会の案内を回覧し，積極的な参加を呼び掛け
る。

・｢教員は児童の学力が向上するように、個に応じた指導やわ
かる授業を行うよう努めている」と回答した保護者が９５％で
高い評価であった。教師自身も、ほとんどが積極的に研修会
等に参加し、指導力や識見を高めていると回答している。
・長期休業を中心に、研究発表会への参加や講師招聘の研
修等を重ね、資質向上に努めることができた。

・今後も、各種講座・講演会や研究発表会の開催案内
を回覧し、積極的な参加をよびかける。

保護者や地域に信頼
される学校つくり

・学校便りを月２回以上発行すると共に、児童の活
動の様子について随時ＨＰに掲載する。
・地域活性化のために学校の教育力を最大限に
活かしていく。
・学校教育の成果を授業参観、運動会や三里フェ
スタ等の行事で発揮していく。

・学校だよりの内容がマンネリ化しないように写真を多く掲載し
たり、保護者だけでなく地域住民にも学校の様子が伝わる工
夫をした。
・授業参観や学校行事で児童の頑張りを見せることができ
た。

・地域住民が学校に足を運び学校に関心を持ってもらう
手だてを考える。また、地域住民からの声を直接聞きと
ることを取り組みたい。

保護者・地域との連
携
地域の生活文化の拠
点となる学校つくり

・学校を地域の生活文化の拠点とするため，学校
行事や育友会行事等について、機会をとらえて積
極的にまた早めに学校から情報発信する。
・行事毎のアンケートや様々な機会を利用して、保
護者や地域の声を聞き改善を図りながら、小規模
校ならではの、地域に根差した「特色ある学校づく
り」に取り組んでいく。

・「学校は保護者や地域と連携・協力して教育活動に取り組
んでいる」と思う保護者、教師共に１００％、で、高い評価で
あった。
・学校便りや全戸配布チラシ等で情報を発信することで、学
校行事や授業参観に多くの参加者があった。三里フェスタで
は、最長子数の３倍以上参加者があった。アンケートにも、児
童の頑張りを称賛する内容が多く書かれていた。

・今後もアンケートや地域の会合等様々な機会を利用し
て、保護者や地域の声を聞き改善を図りながら、小規模
校ならではの、地域に根差した「特色ある学校づくり」に取
り組んでいかなけれならない。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

・アンケートからは、９３％の保護者が「教育活動の成果が出ている」と回答するなど、本校教育活動に対しておおむね成果を認める評価を得ることができた。また、児童の９３％が学校教育目標のように頑張って続けていることがあると回答してい
る。日々の教育活動を積み重ねてきた成果だと考える。
・本校の特色の一つであり、学校運営の大きな柱である「保護者や地域に信頼される学校づくり」「保護者や地域と連携・協力した教育活動」については、今年度も保護者等より高い評価を得ることができた。今後も、地域の生活文化の拠点である
ことを自覚して教育活動に取り組んでいきたい。
・目標①～③については、どの項目もＢ評価となった。保護者や児童へのアンケート結果ではおおむね高い評価であったが、今年度行った様々な取組の中で、教師が十分達成できていないと感じる取組があったり、アンケート結果が目標より若干
下回った項目があったりしたためである。不十分な取組については、記載した具体的な改善策・向上策を確実に実践するようにしたい。
・中間評価として、各行事ごとに保護者や来校者のアンケートを実施した。来校者の方からも、児童の頑張りや職員の取り組みに対して好意的な意見をいただいた。

学
校
運
営

○開かれた学校
つくり

・学校目標や重点取り組み
を周知徹底し、その達成率
９０％以上をめざす。

・教職員として自分の課題
を見付けて、積極的に研
修会等に参加し、資質向
上を図る。

・地域行事へ積極的に参
加し、地域と学校の繋がり
を太くする。
・学校の情報をいろいろな
方法で積極的に発信す
る。

ふれあい　チャレンジ　きらりかがやく　三里の
子の育成

(1) 確かな学力の定着と指導力の向上
(2) 人間性豊かな心の育成
(3) たくましい体の育成

教
育
活
動

●学力向上

教
育
活
動

●心の教育

・読書習慣の定着と読書
好きな児童を目指し、全児
童の100冊読破を目指
す。
・様々なジャンルの本を読
む。

具体的目標

達成度

Ｂ

Ｂ

達成度

Ｂ

・明るい挨拶、元気な返
事、正しい言葉づかいがで
きる児童を育成する。

・子どもの心の状態を常に
把握し，いじめの早期発
見、早期解決に努める。

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目

Ｂ

達成度

Ｂ

Ｂ

Ｂ

②人間性豊かな心の育成

具体的目標

・電子黒板やタブレットＰＣ
などICTの有効性を検討
し、児童の関心意欲と思考
力を高める。

達成度

具体的目標

・継続的な体力づくりを推
進し、やり遂げる児童を９
０％以上にする。
・体育的活動の充実によ
り、運動や外遊びが好きな
児童を育成する。
・給食を残さず食べる。

Ｂ

・総合的な時間や三里ふ
れあい自然塾等での体験
活動の実践と見直しを行
い、活動の充実を図る。

教
育
活
動

●健康・体つくり

・基本的生活習慣を身に
つけさせる。

・「学校は保護者や地域と
連携・協力して教育活動に
取り組んでいる」と思う保護
者を９０％以上にする。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

３　目標・評価

①確かな学力の定着と指導力の向上

具体的目標

・学年相応の基本的な学
習習慣を身につけることで
学力の向上に必要な基礎
を築く。

・確かな学力を身に付けさ
せるために「分かる授業」
づくりを行う。

Ａ

③たくましい体の育成

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 


