
令和元年度　小城市立三日月小学校　学校評価結果

１　学校教育目標

①　教育目標、重点目標、学年・学級目標の一貫性

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

○学校
経営方
針

・学校教育目標の具体
化と重点目標の明確
化ができたか

・教育目標及び経営方針、重点取組
について教職員へ周知徹底し、認知
度を１００％にする。
・児童や保護者に周知し、認知度を８
０％以上にする。

・保護者や地域へは、学校便りやＨＰ、育友会
総会、地域懇談会等の場で説明を行い、周知
を図る。
・児童には全校朝会や学年集会等を利用して
分かりやすく話をしていく。

B
・92％の児童は、学級目標を意識して生活することができている。しかし、保
護者の学校教育目標の認知度は75％と、目標に達していない。育友会総会
等に参加する保護者が固定化していることが原因と考えられる。

・学校便りやＨＰ、育友会総会、地域懇談会等の場だけでなく、授業
参観日の休み時間など、放送を通じて学校の目標や取り組みを紹
介するなどして、広く周知する。

○開か
れた学
校づくり

・学校情報の公開がで
きたか

・月に１回以上発行予定の学校便りや学
年便りをはじめ、各種便りを通して学校情
報を発信する。
・学校ＨＰを随時更新し、情報提供を行う。

・保護者や地域を対象に、教育活動や児童の
様子など、学校情報を積極的に発信する。
・気軽に来校でき、相談しやすい雰囲気の学校
づくりに努める。

A
・学校・学級だより・連絡ノート・HP等で、子どもや学習・生活の様子につい
て、よく知らせていると感じている保護者が94％、学校が子どもの相談に適
切に応じていると感じている保護者90％と、いずれも高い評価であった。

・引き続き、保護者や地域を対象に、教育活動や児童の様子など、
学校情報を積極的に発信し続けるとともに、相談しやすい雰囲気の
学校づくりに努める。

○危機
管理

・交通事故防止に向け
ての交通ルール遵守
の態度を育てることが
できたか

・交通ルールを守り、安全に生活しよ
うとする児童の割合を８０％以上にす
る。

・校区内巡回パトロール（週２回）、月１回の交
通安全の日の交通立番、年度初め・学期始め
の交通立番を職員で実施する。
・育友会と連携し、ヘルメット着用率１００％に
取り組む。

B
・99％の児童が交通ルールを守り、安全に生活しようとしている。
・ヘルメット着用率は、92％であり、前年に比べ着用率の伸びがないので、
呼びかけがさらに必要である。

・働き方改革に伴い、校区内パトロールは、今年度同様の回数で実
施したら良いかと思われる。

②　確かな学力の向上のための指導法・指導体制の充実

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・ユニバーサルデザイ
ン化と対話を重視した
指導方法の工夫がで
きたか

・授業についてのアンケートで、７５％
以上の児童が「よくわかる」と評価す
る。
・４～６年の学習状況調査で佐賀県
平均以上を目指す。１～３年の標準
学力検査CRTでは全国平均以上を目
指す。

・課題とまとめを意識し、３つのわかる化を取り入れた
授業展開を図る。
・算数科ではしかけを意識した授業展開を図り、対話
を重視した学習活動を行うことで、深い学びの実現を
目指す。また指導法改善の担当者が入る授業におい
ては、児童の実態に応じた少人数指導や習熟度別指
導を取り入れる。

B

・学校評価においては、児童・保護者の約90％、教職員の95％が肯定的評
価をしているが、「よくわかる」と評価している児童は約52％であった。
・12月の学習状況調査の算数では、５年生がほぼ県平均だったが、４年生
と６年生では県平均を上回った。

・「深い学び」をイメージすることで、話し合いの目的を明確にし、ど
のような内容を話し合わせるか考える。
・12月の学習状況調査では「書く」のところが落ちていたこともあり、
授業のキーワードを意識してのまとめをしていく。

・家庭学習の習慣が定
着できたか

・家庭学習の習慣が身に付いている
児童を８７％以上にする。

・三日月スタンダードに基づき、全校で共通した
家庭学習に取り組む。
・研修部が中心となり、基本的学習習慣の重点
を決め、全校で繰り返し実施していく。
・家庭学習パンフレットを保護者へ周知する。

B
・家庭学習の取り組みは、児童アンケートでは86％、保護者アンケートでは
72％が身についていると回答があった。目標まであと一歩であった。

・教師アンケートでは、三日月スタンダードに基づき８７％の取組率
であった（昨年度は100％）。教師側の意識の向上と、引き続き粘り
強く、家庭への啓蒙と児童への指導に取り組んでいく必要があると
考える。

○ＩＣＴ利活
用教育の
実施

・ＩＣＴ利活用を推進す
ることで教育の質が向
上したか

・電子黒板・学習用タブレットを活用し
た授業を行うことで８０％以上の児童
が「分かりやすい」と評価する。

・電子黒板やタブレットを日常的かつ発展的に
活用する。
・校内研究会を学期に1回以上開催する。

Ａ
・ＩＣＴを活用した授業で92％が授業が分かりやすいと回答している。プログ
ラミング学習も学年に応じた内容で実践することができた。

・学習用タブレットの利用頻度が低いので、教室での効果的な利用
を考え、呼びかけていく。

学
校
運
営

○教職
員の資
質向上

・ユニバーサルデザイ
ン化と対話を重視した
指導方法の工夫を行
うことで授業力は向上
したか

・学校評価アンケートでユニバーサル
デザインを取り入れた校内での授業
研究会や研修会が充実していると自
己評価している教員を８０％以上にす
る。

・教師の指導力向上に向けて、全担任が年間１
回以上研究授業に取り組む。
・UDを取り入れた環境づくりに取り組んでいるこ
とを意識できるよう研究会等でも紹介していく。

B

・全体授業研究会が３回、グループ授業研究会が19回とほぼ全担任が年間
１回は研究授業に取り組んだ。
・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり(校内研究)の推進に
ついては、充実していると回答している職員が90％いる。

・小城市教育研究大会に向けて、授業のUDや環境整備に関する
UDを全体で共通理解して取り組むようにする。
・小城市教育研究大会に向けての取り組みを、教職員の資質向上
の機会にしていく。

③　魅力ある学級経営を目指すとともに、協働体制による学年及び特別支援学級経営の推進

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・人権・同和教育が充
実できたか

・「人権教室」を毎月設定し、命やな
かまづくりについて考え、意識を高
め、アンケートで、思いやりの項目の
肯定的評価が昨年度を上回る。

・全教科、全領域で人権に関わる内容を、実態に応じ
て具体的な事例を用いて指導する。
・「違って当たり前」を合い言葉に、違いを受け入れる
環境作りを行う。
・人権教室、平和集会を学級・学年・全校で実施す
る。

B

・全教科、全領域で人権に関わる内容を、実態に応じて具体的な事例を用
いて指導することができ、「思いやり」を意識した言動ができている児童が昨
年度の88％から91％に増えた。
・「違って当たり前」を合い言葉に、違いを受け入れる環境作りを行ってきた
が、人権に関わる諸問題が多く発生した。その度に、様々な取り組みを行っ
てきたが、十分ではない。
・人権教室、平和集会を学級・学年・全校で実施することができた。

・対処的な指導ではなく、全教科・全領域で、継続的な取り組みが
必要である。人権・同和教育に関する研修を充実させる必要があ
る。道徳教育の中に、人権の視点を入れて、子どもたちに、深く考え
る場を設定することが必要である。

・居心地のよい学級づ
くりができたか

・QUを年２回実施し、学級生活満足
群の児童の数がどの学級も７０％を
超す。
・すすんで挨拶ができる児童を90％
以上にする。

・QUの結果分析を行い、指導に活かしたり、朝
のふれあいタイム等で支持的風土作りに取り組
む。
・挨拶運動は、学校だけでなく、育友会とも協力
し、家庭や地域へ働きかける。また、運営委員
会ともタイアップし朝の挨拶運動を奨励する。

B

・11月実施のQUの結果、学級生活満足群の児童は、59％と目標に届いて
いない。しかし、この結果は57%という前年度の結果より２％上回っている。
・約90％の児童は、あいさつができると思っているが、保護者は約75％と意
識に差がある。

・６月の結果をもとに、２学期当初に研修会を行い、担任と関係の
職員で子ども理解を深めた。目標には届いていないが、ふあいタイ
ムや学級活動を通してさらに支持的風土作りに取り組む必要があ
る。
・「いつでも」「どこでも」「一人でも」「誰にでも」と合い言葉を校内放
送等で周知徹底し、挨拶の大切さを呼びかける。

●いじめ
問題へ
の対応

・いじめのない学級・学
校づくりができたか

・いじめをしない・許さない学校づくり
の意識を高めるとともに、生徒指導上
の諸問題に対する未然防止、早期発
見、早期対応に務める。
・心のアンケートで「学校が楽しい」と
回答する児童を９０％以上にする。

・教育相談部と連携して、心のアンケートを毎月
１０日をめどに実施し、いじめ早期発見と防止
の徹底を図る。
・全校朝会や学年朝会、全校放送などで友達
づくりに関わる話をする。

A

・心のアンケートでは、年間を通して「学校が楽しい」と回答する児童が90%を
上回った。
・給食時の放送では、あいさつ・無言掃除・靴揃えの観点について、価値付
ける取り組みを継続的に行った。また、自他を尊重し合い、安心・安全な学
校風土の醸成を目指す内容の呼びかけも継続的に行った。
・生徒指導事案については即日解決を合言葉に対応した。報告・連絡・相談
の体制が確立しつつあり、組織で解決する職員集団へと高まっている。

・いじめ事案や生徒指導上の諸問題を未然に防ぐ取り組みをさらに
推進していくとともに、子どものサインを見逃さない教師の目配り・
心配り・組織的な対応を、より一層強固なものにしていく。
・子どもの心を耕す、開発的な生徒指導を充実させていく。学校内
の諸問題についての放送などは、各学級でも取り上げ、発達の段
階に応じた指導に結びつけることで、全校的な指導へと高めてい
く。

④　中学校までの9年間の学びを見通した指導を進める

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

・小中で児童・生徒の
情報を共有し、スムー
ズな移行を図ることが
できたか

小、中互いの学校の情報交換を行う
ことにより、スムーズな接続に努め、
中１ギャップの防止に努める。

６年担任、教育相談担当、生徒指導担当が中
学校の担当者と、年間２回以上情報交換会を
行う。

A
・７月と12月に三日月中学校区教育相談連携協議会を開催し、中学１年の
生徒や６年児童の情報を共有した。
・スケアードストレート方式による安全教育の合同開催が実行できた。

・日頃から中学校担当者とは、意思の疎通がとれており、中学校の
各学年の特徴等についても把握ができている。
・３月に６年担任、特別支援学級担任で新中１に関する情報交換を
行い、スムーズな進学ができるようにする。

・9年間の学びを見通
し、基本的な生活習慣
や学習習慣の育成に
努めることができたか

小中合同の会議や研修会を計画的
に行い、９年間の学びを見通した児
童・生徒像を共通理解した上で、教育
活動を展開する。

お互いの学校の授業を公開し、研究会に参加
をする。また、生徒指導や教育相談に関わる合
同の研修会を開き、課題を共有し解決を図る。

B
・夏期休業中に教育相談の研修会を計画していたが、中止になったため実
施できなかった。
・人権・同和教育の授業公開に小学校から参加した。

・今後も夏期休業中を含め、機会あるごとに共通理解を図る時間を
設定していきたい。
・中学校と連携して、スマホ保有率使用状況について担当者同士
は話すことができた。

●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
教育活動を
行ったか。

・難しい問題でもあきらめないで取り組む
児童、勉強ができるようになろうとがんば
る児童の割合80％をめざす。
・一人一人に学校や学級で活躍できる場
を与えることで集団の一員としての自覚を
高め、クラスの友だちに認められていると
感じている児童70％をめざす。

・毎学期始めに、学習や生活に関する個人の
目標を設定させ、振り返り、自らの頑張りを自
覚する時間を設ける。
・教職員が率先して児童の頑張りやよさを認め
る声かけを行うと共に、学級や学年で友だちの
よさを見つける取り組みを継続して行う。

A

・「難しい問題でもあきらめないでがんばることができる」と肯定的評価をして
いる児童が90％以上という結果から、粘り強く取り組む学習態度が身につ
いていると言える。
・教頭先生による児童個人を放送で褒める時間があったり、掃除頑張りカー
ドなど教職員が別の学年の児童を褒める機会があった。

・現行通りで良いと思われる。
・そうじがんばりについては、もっと積極的に全職員で行って良いと
思う。
・自分の隣の人の良いところ探しなど友達の良いところ探しの方法
を職員がお互いに情報を提供し合うとさらに良いと思う。

○読書
活動

・将来にわたって読書
に親しむ児童の育成
ができたか

発達段階に応じた読書の奨励をし、
全校的に読書の習慣が広がるように
努める。

学年ごとに年間読書目標数を決め、（１～４年
生：80冊、５、６年生：100冊）目標達成に向けた
読書活動を推進する。

B

・年間を通して読書祭りや低学年への読み聞かせなど、6年生の図書委員
を中心に様々な活動を行い、進んで本を読んでいると答えた児童が90％で
あった。しかし、年間読書目標達成率は、昨年12月末の48％に比べて、今
年度12月末現在は44％と低くなってしまった。

・今後も、司書教諭と図書館司書、図書委員の児童とで話し合いを
重ねながら、全ての児童にとって、もっと図書室の本が身近なもの
に感じられるようにしていきたい。

⑤　特別支援教育の視点をベースにした個への支援と集団支援の融合

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

○特別
支援教
育

・個別に支援が必要な
児童に対し、支援方法
の検討、実施、評価を
行うことができたか

・児童の実態把握および特性の理解
に努め、特性に合った支援を行う。
・児童の支援を検討することを目的と
した校内委員会の活性化に努める。

・校内支援体制の流れについて周知を図り、対
象児童の情報を整理、共有した上で支援方法
を検討することの有用性を明らかにする。
・通常学級でできる支援方法を内容とした校内
研修を行う。

B

・「支援の流れ」を職員会議で説明し、共通理解を図ることができた。ただ、
教室で担任等ができる支援を検討する場を設けたのは５回以下にとどまっ
た。
・講師を招聘して、「児童への関わり方」について研修を実施することがで
き、個に応じた支援を心掛けている教員が93％であった。

・「校内委員会」と「校内就学支援委員会」の差別化を図る。
・「校内委員会」を設定しやすくするための方法を検討する。

○生徒
指導

・教育相談を充実させ
ているか

・児童理解を進めるために、教育相
談研修会を開催し、不登校や問題行
動の予防に努める。
・スクールカウンセラーや各種専門機
関と連携して、教育相談活動を充実
させていく。

・気になる児童について全職員で情報を共有し
たり、必要に応じてケース会議を開いたりして
支援に努める。
・１学期は教育相談週間を設け、担任と個別に
話す機会をつくり、２学期は担任への手紙を書
かせることでラポート関係づくりに努める。

A

・学校評価において、児童の80％以上、保護者の約90％、教職員の約83％
が肯定的評価をしていた。
・気になる児童について、必要に応じてケース会議を開いたり、職員への情
報周知を行ったりした。
・１学期の教育相談週間および２学期の担任への手紙ともに、教職員には
概ね好評であった。

・担当者だけでは学校全体の把握ができないので、今後も管理職と
相談しながらケース会議や職員への情報周知を行っていく必要が
ある。
・上学年の児童ほど学校評価が全体より５％程度低いので、教師と
児童との関係づくりを深める手だてが必要である。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的目標 具体的方策 達成度

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

教
育
活
動

●健康・
体つくり

・望ましい生活習慣の
形成を推進できたか

・規則正しい生活習慣を身につけ
るために、保健室3つの約束（睡
眠・清潔・笑顔）を意識させる、朝
食摂取率を95％を上回る。

・立腰教育、ノーテレビノーゲームデーを推進す
ると共に、保健室では、げんきカード、生活衛生
チェックで保健室の3つの約束の意識を高める
指導を実施する。
・給食では、給食日常点検表を活用して指導を
し、健康的生活習慣の意識を高める。

B

・保健室で、基本的生活習慣を身に付けさせるために実施している、ﾉｰﾃﾚﾋﾞ
ﾉｰｹﾞｰﾑﾃﾞｰ、げんきｶｰﾄﾞ、生活衛生ﾁｪｯｸを継続的に実施することで、一部
の児童は意識を高めることができていると感じる。
・朝食摂取率が95％と目標を達成できた。しかし決まった児童や、長期休暇
が入ったりすると意識が下がり、もっとあらゆる方向からの手立てを考える
必要があると考える。日常の生活で普通に健康的な生活ができるようにさせ
たい。

・呼びかけや、日常の指導でかなり意識をもってくれる児童が出て
きているので、継続的なチェックや、声掛けが必要と考える。調査の
結果をもっと児童に公表して、どうしたら改善されるか考えさせてい
く。保健タイムなどで扱う内容の充実を図る。専門的な立場からの
意見をいただき指導に生かす

学
校
運
営

●業務
改善・教
職員の
働き方改
革の推
進

・時間外勤務時間を昨
年より縮減することが
できたか

・やりがいを持って仕事に取り組む教
職員の割合を80％以上にする。
・時間外勤務時間が、昨年度平均の
48時間36分を下回る。
・自分の校務分掌を見直し、改善でき
た教職員の割合を80％以上にする。

・報告・連絡・相談の徹底を図り、学年や全体で
そろえるべきところはそろえる。
・前年度より勤務時間を減らすために、学年で
目標を定め、声を掛け合う。
・回覧版の活用で、会議や連絡会の時間を短
縮するとともに、自分の校務分掌の改善を図
る。

A

・やりがいをもって仕事に取り組む教職員の割合は90%以上という結果で
あった。また、協働的自己効力感や達成感に関わる調査でもポイントの伸び
が見られた。
・働き方改革を意識し、自ら業務の見直しを図った職員の割合は85%であっ
た。現時点での時間外業務時間の平均は昨年度より５時間程度少なくなっ
ている。

・職員会議や安全衛生委員会、学年主任会などを活用し、業務の
精選・改善・適正化を進める取り組みを継続していく。
・メンタルヘルスについても充実させていく。職員のセルフケアとラ
インケアの意識を高めるとともに、相談しやすい雰囲気を醸成して
いく。
・アンケートの取り組みは継続したい。結果を求めるためではなく、
質問項目を通して、自分自身や職員全体の実態を客観的に捉え、
自ら、創意・工夫・改善するサイクルを確立していく。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

２　本年度の重点目標

①　教育目標、重点目標、学年・学級目標の一貫性
②　確かな学力の向上のための指導法・指導体制の充実
③　魅力ある学級経営を目指すとともに、協働体制による学年及び特別支援学級経営の推進
④　中学校までの9年間の学びを見通した指導を進める
⑤　特別支援教育の視点をベースにした個への支援と集団支援の融合

教
育
活
動

○小中
連携

教
育
活
動

あいさつ　笑顔　思いやり
心をそろえて　チーム三日月
～正しく　かしこく　美しく～

３　目標・評価

学
校
運
営

●心の
教育

教
育
活
動

●学力
の向上

教
育
活
動

本年度の重点目標に含まれない共通評価項目（あれば記入）

〇　学校教育目標や経営方針を保護者や地域の方々にも周知し、連携・協力体制を強化していく必要がある。
○　ユニバーサルデザイン化と対話を重視した指導方法の工夫を行い、「わかる」「できる」「楽しい」授業を目指した校内研究は、教師の充実感につながっている。学習状況調査や児童と保護者の意識調査から、児童の「わかる」にもつながっていると
言える。
○　全校で「思いやりのある言動」について、徹底的に指導を行った。その結果が「学校が楽しい」と感じている児童の増加やいじめの認知件数の減少につながっている。今後も、お互いを認め合う「風土づくり」や、「学級づくり」・「仲間づくり」の
充実に努める。
〇　「あいさつ」については、児童・教師と保護者との評価にずれがあった。今後は、家庭や地域にも協力を呼びかけ、いつでも、どこでも、誰にでも挨拶ができる児童を育てる。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

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

資料２

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

達成度


