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○　本校の概要

○　自己評価及び学校関係者評価の結果の概要と改善策

学校関係者記入欄

コメント

○「成果評価」は、各校が４段階で定めた成果指標によって行う。

○記入にあたっては、各学校で取り組んでいる自己評価項目に照らし、該当する項目を取りまとめて行う。
○学校関係者評価の「評価」は、Ａ：自己評価は適切である　Ｂ：自己評価はおおむね適切である　Ｃ：自己評価は適切ではない　Ｄ：評価は不可能である　の４点につ
いて、 評価した人数を記載する。

生徒会主催アルミ缶回収運動を実施する。

１：保護者アンケートの該当す
る項目でAまたはBと肯定的に

答えた保護者が４０％未満

　保護者アンケート「学校
の教育活動は家庭や地
域住民の願いや期待に
応えるものとなっている」
８６．８％、「学校は地域
の力を子どもたちの教育
活動に活かしている」９
４．８％という結果であっ
た。
　今後も、地域力を活か
して生徒の健全育成を図
る。

・地域と合同で行う防災訓練
を始め「大桜祭り」や祭礼に
も生徒たちは積極的に参加
してくれている。
・目標に対して学校として非
常に良く取り組まれており、
その結果も出ている。
・学校と地域は伝統的に好ま
しい連携が維持継続されて
いるように思われます。
・生徒と地域の方が連携でき
ているというモデルケースが
アルミ缶回収だと思う。

地域教育連絡協議会において、児童・生徒の変
容等の具体的な資料を作成して、評価に必要な
学校の情報を適切に提供し、適正な評価を受け
るよう努める。

３：保護者アンケートの該当す
る項目でAまたはBと肯定的に
答えた保護者が６０％以上

学校支援地域本部と連携するなどして、地域力
を生かした特色ある教育活動を実践する。
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学校・家庭・地域の果
たすべき役割や責任
を明らかにするととも
に相互の連携を深
め、地域とともに子ど
もを育てる仕組みを
つくります。

教育目標・学校経営方針・学校評価等の基本
情報、児童・生徒の活動情報等をホームページ
等で公開及び更新することにより、積極的に情
報を発信する。

４：保護者アンケートの該当す
る項目でAまたはBと肯定的に
答えた保護者が８０％以上
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２：保護者アンケートの該当す
る項目でAまたはBと肯定的に
答えた保護者が６０％未満

　生徒アンケートの設問
「授業は教え方がわかり
やすく満足している」の肯
定的な回答は全教科平
均８７％であった。
　今後も校内研修を充実
させ、生徒がどのように
学ぶか、アクティブラーニ
ングの視点から授業改
善を進め、教員の授業力
向上を図る。

・先生方と生徒たちの様子を
見ても小規模な学校ゆえの
良さが良く生かされていると
思う。
・先生方は一生懸命ご指導く
ださっておられるようにうか
がえます。
・学校公開時、先生方の授業
のあり方を見ても非常にわか
りやすく説明している。生徒
アンケート結果を見ても明ら
かであり効果は出ている。
・保護者の回答で「わかりや
すい授業をしている」の肯定
的回答の上昇に注目した。
若い先生が多いが、わかり
やすくなるように工夫してい
る様子が伺える。今後も期待
したい。

授業改善セミナー等の研修成果を生かし、主任
教諭が助言・支援を行う校内研修等を実施し
OJTを充実させる。

３：生徒アンケートの設問「授業
は教え方がわかりやすく満足し
ている」の肯定的な回答が６
０％以上。

各種研究発表会等の研究・研修の成果を、自
身の授業改善に生かす。
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教員の指導力向上、
施設の整備や講師・
支援員の配置などの
学校サポート体制の
充実に取り組み、学
習環境の向上を図り
ます。

授業公開日の授業評価を、その後の授業改善
に生かす。

４：生徒アンケートの設問「授業
は教え方がわかりやすく満足し
ている」の肯定的な回答が８
０％以上。
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学力の定着と学ぶ意欲の伸長を目指し、ＩＣＴ機
器を活用した授業を実施する。

２：生徒アンケートの設問「授業
は教え方がわかりやすく満足し
ている」の肯定的な回答が６
０％未満。

校内委員会等を確実に実施し、学校における特
別支援教育を推進する。 １：生徒アンケートの設問「授業

は教え方がわかりやすく満足し
ている」の肯定的な回答が４
０％未満。道徳『語り合いの充実』、教科『ＩＣＴ機器の活

用』を研究テーマに、全教員が研究授業を実施
する。

　生徒アンケートの設問
「継続的な運動を通して
体力が向上した」で肯定
的な回答は昨年度より
５．７％向上し、７６．６％
であった。
　一校一取組運動として
大縄跳び大会や朝の２０
分間走など体育的行事
を充実させた結果であ
る。
　今後も運動する機会を
設け身体活動量を増加
させ体力向上を図る。

・校庭が狭いという不利な条
件の中でいろいろ工夫されて
いると感じる。成果の上がり
にくい環境の中、ご苦労いた
だいている先生方に敬意を
表します。
・自己評価はかなり辛口に評
価しているのでは、生徒アン
ケート評価を見ても良い結果
が出ているので自己評価は
４で良い。
・大縄跳びは体力向上のた
めにもクラスをまとめるため
にも良い機会だと思うが、イ
ンフルエンザが流行する冬季
に早朝登校させるのは如何
かと思うので実施時期につい
てご検討ください。
・朝の２０分間走は良い考え
である。大縄跳び大会は寒さ
を感じられないほど盛り上
がっていて体力面だけでなく
社会性も順調に育っている
様子が伺えた。

「早寝・早起き・朝ごはん」月間の取組等を通し
て、児童・生徒や保護者に対し、望ましい生活
習慣についての意識啓発を行う。

３：生徒アンケートの設問「継続
的な運動を通して体力が向上
した」で肯定的な回答が６０％
以上。

給食指導及び教科等における指導を通して、食
生活の充実・改善をねらいとした「食育」を推進
する。
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子ども一人ひとりの
身体活動量を増加さ
せて意欲や気力の元
となる総合的な体力
を育みます。

新体力テストの結果を踏まえ体力向上全体計
画を作成し、計画に基づいた体育指導や「一校
一取組」運動や「一学級一実践」運動を実践す
る。

４：生徒アンケートの設問「継続
的な運動を通して体力が向上
した」で肯定的な回答が８０％
以上。
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２：生徒アンケートの設問「継続
的な運動を通して体力が向上
した」で肯定的な回答が６０％
未満。

体育的行事、部活動、休み時間など様々な機
会を通して運動習慣の確立を推進する。

１生徒アンケートの設問「継続
的な運動を通して体力が向上
した」で肯定的な回答が４０％
未満。

体育の授業や体育的行事（体育祭や大縄跳び
大会）や自主朝練、部活動の取組内容を充実さ
せ、体力向上に取り組む。

３：生徒アンケートの設問「学校
生活に満足している」、「学校
の決まりを守っている」での肯
定的な回答が６０％以上。学校生活調査（メンタルヘルスチェック）の結果

よりストレス症状のみられる児童・生徒に対して
組織的に対応する。

 生徒アンケートの設問
「学校生活に満足してい
る」８１．３％、「学校の決
まりを守っている」９３．
８％と肯定的な回答が８
０％以上となった。
　２学期の相談週間では
生徒全員を対象として面
談を実施し一人一人の
生徒と丁寧に向き合っ
た。
　今後も道徳授業を要と
して、生徒の心に寄り添
い、心を耕していく取組を
続けていく。

・学校行事を参観していると
生徒の生き生きとした姿をい
つも拝見して、学校生活が楽
しく送られている様が伝わっ
てくる。
・教職員の努力が生徒のア
ンケート回答を見ても効果が
出ていることが読み取れる。
・自己肯定感に関して生徒ア
ンケートで否定的回答の割
合が高いのが気になりまし
た。
・道徳が教科になる際には生
徒への寄り添いは必要だ思
うが、指導する側の自己研鑽
を重ねて人間力を高めること
も同時に必要になってくると
思う。

道徳教育推進教師を講師とした研修や、国、都
及び区の資料を活用した授業等を行う等道徳
指導充実のための取組を行う。

学校いじめ防止基本方針に沿って、いじめの未
然防止、早期発見等のための取組を実施する。

２：生徒アンケートの設問「学校
生活に満足している」、「学校
の決まりを守っている」での肯
定的な回答が６０％未満。
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子ども一人ひとりの
健全な自己肯定感・
自己決定力を高め、
未来への希望に満ち
た豊かな人間性を育
みます。

小中一貫による教育の視点に立った生活指導
の充実により、社会のルールや学校のきまりな
どを守ろうとする意識を高める。

４：生徒アンケートの設問「学校
生活に満足している」、「学校
の決まりを守っている」での肯
定的な回答が８０％以上。
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問題行動・不登校問題等にかかわる児童・生徒
に関するケース会議等を実施する。 １：生徒アンケートの設問「学校

生活に満足している」、「学校
の決まりを守っている」での肯
定的な回答が４０％未満。

生徒が相談する教員を希望する「相談週間」を
実施する。

　生徒アンケート「学習へ
の取組が積極的になっ
た」での肯定的な回答が
８１．８％であった。
　学力向上に向け、４月
に「毎日の家庭学習～学
習の仕方～」を全員に配
付し、家庭学習のあり方
について説明を行い、
「自主学習ノート」を全学
級で実施した。
　今後も、家庭学習習慣
の確立のために「自主学
習ノート」の取組を続けて
いく。

・授業での落ち着いた態度な
ど生徒たちの素直な成長ぶ
りに来している。
・教職員の努力により目標達
成ができている。学習チェッ
クシートについての報告は学
期に１回でも結果について
しっかりと生徒保護者に伝え
れば効果が十分上がるので
はないか。
・自主学習ノートの書き方に
ついてマニュアルを作成し指
導したことはとても効果的だ
と思う。
・先生方の指導に感謝。
・アンケートを分析しきめ細か
く指導に生かしていく努力を
していると思う（全項目）

算数・数学到達度をステップ学習チェックシート
で児童・生徒、保護者に知らせる。 ３：生徒アンケートの設問「学習

への取組が積極的になった」で
の肯定的な回答が６０％以上。

学習指導講師等による算数・数学・英語の補習
を実施する。学

力
向
上

　児童・生徒一人ひと
りの学ぶ意欲を高
め、確かな学力を定
着させます。

学習カルテを基に児童・生徒と面談し、一人ひと
りの学習のつまずきや学習方法について、指導
する。

４：生徒アンケートの設問「学習
への取組が積極的になった」で
の肯定的な回答が８０％以上。
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外国語教育指導員を効果的に活用し、外国の
方々とのコミュニケーション能力の育成等を図っ
ている。

２：生徒アンケートの設問「学習
への取組が積極的になった」で
の肯定的な回答が６０％未満。

授業改善推進プランを、授業に生かす。
１：生徒アンケートの設問「学習
への取組が積極的になったで
の肯定的な回答が４０％未満。

家庭学習習慣の確立のため、「毎日の家庭学
習～学習の仕方～」を全員に配付し、家庭学習
のあり方について説明を行い、「自主学習ノー
ト」を全学級で実施する。
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大項目 目標 取組内容 目標に対する成果指標
成果
評価

これまでの取組
及び

今後の改善策

【学校規模】 生徒数２１５名(全学年２学級 計７学級) 教員数 １８名 

【本校の特色】 

ユネスコスクール加盟校、今年度で２５年目を迎える生徒会主催によるアルミ缶回収運動、１・２年生による修学旅行見送り隊 

生徒が毎日１ページ以上取り組む「自主学習ノート」による家庭学習の推進、４名の道徳授業推進教師による道徳教育の研究推進 


