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令和２年度小浜市立加斗小学校学校評価総合シート

項目 重点目標
具体的取組

(数値目標）
l指標ｌ
回答者

判断基準
(アンケート項目）

成果（○)・課題（△)・改善策（◇）／学校関係者評価（◎）

確
か
な
学
力
づ
く
り

◎考えを持ち、表

現できる力の育成

○学習意欲の向上
と基礎・基本の定
着

○わかる．楽しい

授業の工夫と改善

､発表の時間と場の
雑
い ＋Ｂ＞８０％）

･基礎テスト（国算）
の合格率の向上
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

・１人１回以上の研

究授業の実施
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

』雛
蝿
唾

Ii嬢！

』鵜
蝿
睡

'駕篭！
l取組ｌ

教職員

I成果』
児童

函
鍔

購

Ｑ：「聞く力」を向上させることを意識して授業を行うことができました力も
Ａそう思う“％Ｂやや思う５６％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）
Ｑ：授業中に、自分の考えを発表することができましたか
Ａそう思う６２％Ｂやや思う３２％Ｃあまり思わない３％Ｄ思わない３％（94％）
Ｑ：お子さんは、自分の考えを伝えることができました力も
Ａそう思う３１％ＢやLや思う５６％Ｃあまり思わない13％Ｄ思わない０％（87％）

Ｑ：児童が
Ａそう思う

基礎テストで合格点を取れる
５０％Ｂやや思う５０％

ように手立てを取れました力も
Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）

Ｑ：国語や算数の基礎テストで、毎回合格点を取ることができました力も
Ａそう思う４２％Ｂやや思う３８％Ｃあまり思わない１３％Ｄ思わない５％（80％）
Ｑ：お子さんの国語や算数の基礎的な力はついていると思います力も
Ａそう思う２９％Ｂやや思う５８％Ｃあまり思わない１３％Ｄ思わない０％（87％）

Ｑ：研究授業を１回以上実施することができましたか。
Ａそう思う３８％Ｂや蝋や思う３８％Ｃあまり思わない１２％Ｄ思わない１２％（76％）

Ｑ：授業はよくわかります力も
Ａそう思う７５％Ｂやや思う２２％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（97％）

Ｑ：お子さんは授業内容をわかっていると思われますか。
Ａそう思う３１％Ｂやや思う５６％Ｃあまり思わない１３％Ｄ思わない０％（87％）

○授業中に、
れは、まず、

自分の考えを発表することについては､一定の成果が見られる。こ
｢聞く力」を向上させようという取り組みを意識した授業を続けて

きた成果であると考えられる。聞くことができ、自分の考えと比較し、発表につ
ながったものと言える。△しかしながらまだ十分ではないと自覚している児童
の一定数いる。◇今後は、より袖極的に発表できるところまで､聞くから3銅-へ
とつなげていくことを進めていきたい｡◎授業参観では､児童は落ち着いて授業
に取組み、自分たちで調べたり、考えたりしたことを発表できていてよかった。
○基礎的な学力を確かめるテストについては、手立てを行い成果が上がってい
る。△しかしながら、ドリルJや家庭学習の徹底がはかられず､難しい状態にある
児童がいる｡◇今後､授業中の習熟はもとより､前学年までの復習を含めた基礎・
基本の徹底を､加斗つ子タイム､チャレンジタイムで､計画的に取り組んでいく。

○研究授業は､全員１回以上進んで取り組めた｡授業はよくわかるという児童が
多い｡△しかし､実際は発表内容や記述したもの､テストの点数などに結びつい
ていない児童が一定数いる。また､研究授業は、コロナ禍の影響で､後期の後半
に実施することになってしまった｡◇次年度は､研究主題に沿って､計画的にわ
力､る楽しい研究授業を実施し、ふり返りを活用して授業力アップを図る。

項目 重点目標
具体的取組
(数値目標）

I指標ｌ
回答者 (ア

判断基準
ンケート項目）

成果（○)・課題（△)・改善策（◇)／学校関係者評価（◎）

健
康
な
体
づ
く
り

◎ねばり強く挑戦

する子の育成

○運動能力の向上
を目指す子の育成

○望ましい食習慣
の習得

､水泳､マラソン､な
わとびへの取組
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

･外遊びの奨励、業
間活動の推進
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

､正しい箸の持ち方
の習慣づくり
(Ａ＋Ｂ＞７０％）

I取組Ｊ
教職員
蝿
睡

』鵬
蝿
睡

１１雛！
騒製
I成剰
児童

Ii嬢！

Ｑ：水泳やマラソン大会などでねばり強く挑戦するよう指導できましたか。
Ａそう思う７０％Ｂやや思う３０％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）
Ｑ：水泳やマラソンなどの行事においてねばり強く取り組むことができました力も
Ａそう思う８３％Ｂやや思う１２％Ｃあまり思わない３％Ｄ思わない２％（95％）
Ｑ：お子さんは、水泳やマラソンなどの行事においてねばり強く取り組んでいました力も

Ａそう思う５８％Ｂやや思う３３％Ｃあまり思わない７％Ｄ思わない２％（91％）

Ｑ：外遊びや業間活動で子ども達に奨励することができましたか。
Ａそう思う７０％Ｂやや思う３０％Ｃあまり思わない０％ Ｄ思わない０％（100％）
Ｑ：外遊びや業間活勤に積極的に取り組めました力も
Ａそう思う７８％Ｂやや思う１７％Ｃあまり思わない５％Ｄ思わない０％（95％）

Ｑ：お子さんは、外遊びや業間活milなどを通じて、運動好きになってきていると思われますか。
Ａそう思う６２％Ｂやや恩Lう２２％Ｃあまり思わない９％Ｄ思わない４％（84％）

令
再

Ｑ
Ａ

正しい箸の持ち方を継続して指導することができました力も
ずう思う５６％Ｂやや思う３４％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（90％）

Ｑ

Ａ』
正しい箸の持ち方をしようとしていました力も
「う思う６７％Ｂやや思う２２％Ｃあまり思わない１０％Ｄ思わない２％（89％）

Ｑ：お子さんは、正しい薯の持ち方をしようとしています力も
Ａそう思う３８％Ｂやや思う２９％Ｃあまり思わない２９％Ｄ思わない４％（67％）

○取組､成果､満足度､すべて９０％を超える結果｡マラソンがんばりカードを
活用して、目標数値が具体的に設定されたことがやる気につながったと思われ
る。△取組、成果に比べて満足度は低い。ねばり強く取り組めていない児童が
５％おり、満足度が昨年度より下がっている｡◇がんばりカード等を活用して児
童の頑張りが目に見えるようにする｡また,マラソンに取り組む時間を増やした
り、個人の力に応じて目標を設定させたりすることで意欲を持たせ,児童の頑張
りが家庭にも伝わるようにする。

○取組､成果ともに９０％を超える結果｡登校後や業間､昼休みなどに外に出て
走ったり、遊んだりする児童が今年度は多かった｡△満足度は、
がっているが、取組､成果に比べて低い｡◇学校では外遊びをす

昨年度よりは上
-るが､家では室

内遊びが中心となる児童もいる｡成果と満足度の差を埋めるために､家でもでき
る外遊びを教えたり、体を動かす縦割り遊びの様子やその成果をお便りで伝え
たりする。

○取組､成果ともにほぼ９０％に近い結果｡△満足度が､取組､成果に比べてか
なり低い｡◇成果と満足度の差を埋めるために､家でも正しい箸の持ち方ができ
るように､学校での取り組みの様子をお便りで伝えたり,参観日に箸の持ち方の
指導をしたりする。◎箸の持ち方については､家庭との連携も必要であるので、
今後も学校の取り組みを知らせていくことが必要｡保育園でも､発達段階に応じ
て正しい等の持ち方の意識付けをしていきたい。

項目 重点目標
具体的取組

(数値目標）
l指標Ｉ
回答者 (アンケート項目）

成果（○）・課題（△)・改善策（◇）／学校関係者評価（◎）

思
い
や
り
の
あ
る
学
級
づ
く
り

◎思いやりと協力
の心を持つ子の青
成

○のびのひ

できる土壌

の人権を尊

心の育成

･失敗体験、成功体
験、感動体験を道徳
等と関連させ、人間
としての生き方に迫
らせる

(Ａ＋Ｂ＞８０％）

･あいさつと気持ち

の良い返事の励行
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

、全校一斉人権教育
の設置

(Ａ＋Ｂ＞８０％）

鶏製
闇
歴

I蕊謬
雛』
I成果』
児童

１１鰐
蝿
雑

Ｉ

函
唾

l満足度１
保護者

Ｑ：ｌ気づき。考え・実行する」を意識してＩ健康・奉仕・交流活動」に取り組ませることができましたか。
Ａそう思う３３％Ｂやや思う６７％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）

Ｑ：友達への思い癖やりと協力の気持ちを持って生活しています力も
Ａそう思う８３％Ｂやや思う１５％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない２％（98％）
Ｑ：お子さんは、思いやりや協力の心が育ってきていると思われます刀％

Ａそう思う６２％Ｂやや思う３６％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（98％）
Ｑ：児童が気持ちの良いあいさつができるように指導できました力％
Ａそう思う５０％Ｂやや思う４０％Ｃあまり思わない１０％Ｄ思わない０％（90％）
Ｑ：友達や地域の人に笑顔であいさつができていますか。
Ａそう思う７０％Ｂやや思う２３％Ｃあまり思わない３％Ｄ思わない３％（93％）
Ｑ：お子さんは、家族や地域の人に笑顔であいさつをしています力も
Ａそう思う４９％Ｂやや思う４９％Ｃあまり思わない２％Ｄ思わない０％（98％）

Ｑ：集会活動などで、児童が互いの人権を尊重するように指導できました力も
Ａそう思う３３％Ｂやや思う５６％Ｃあまり思わない１１％Ｄ思わない０％（89％）

Ｑ：周りの人を大切にしようとしていますか。
Ａそう思う７８％Ｂやや思う２０％Ｃあまり思わない２％Ｄ思わない０％（98％）
Ｑ：お子さんは、周りの人を大切にしようとしていると思われます力も
Ａそう思う４９％Ｂやや思う５１％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）

○取組､成果､満足度共に９０％を超える結果であった｡△友達への思いやりの
気持ちを持って生活しているとあまり思わない児童が２％いる。◇たてわり異
学年交流の機会を工夫し､子供同士の粋をより認識できる機会を咽やす｡◇「ど
うぞ」「ありがとう」の言葉の交流を習慣化させる。◇無言澗掃の内容をこれま
で以上に充実させ、質の高い活動にしていく。

○取組､成果､満足度共に９０％を超える結果であった｡運営委員会と６年生を
中心とした毎朝のあいさつ運動やお昼の放送での表彰等により、自主的に元気
なあいさつをする児童が噸えた。保護者の満足度も昨年９０％から９８％に向
上した。△十分なあいさつができていないと思っている児童が６％おり、継続
的な指導が必要である｡◇高学年や委員会等の子ども中心の活動を今後も継続、
充実させていく。◇二中と同様に､学校の中でも大人に「こんにちは」と言わせ
る。◎日頃から子どもたちは､地域住民に気持ちの良い挨拶をしてくれている。
○成果、満足度は９０％を超える結果であった。人権講話や人栃週間の各学年
での取組、
では、ｺﾛ

位致問題学習会の実施が好結果につながったと考えられる。△取組
ナ禍で集会活動や縦割り活動がかなり制限されたことが､数値(昨年

１００％－，８８％)に表れた｡◇たて割り異学年交流の機会を工夫し､認め合い
称えあう場面を意識的に多く設定し､友だちを大切にしようとする心情を育むも



Ｉｒ学びと成長の喝TＩ

l満足度ｌ
保謹者

[満足関
保謹者

・教載貝の学び合い・凹働を大切にする．

■伊一■■ーー一一一－－－－－－－－－－－－－－－－

＜◇数値ElI諺.

①８０％②８０％③８０％．‘

,令和成２年度学校評価について

■

１方針

・スクールプランに掲げた重点目標および具体的取組について評価する。（次頁「学校評価総合シート」参照）
・教職員、児童､保護者を対象にそれ識．Lアンケートを実施する。（アンケート用紙は分けて作成する｡）

・アンケート結果をもとに、成果・課題・改善策（案）を各担当で考え、「自己評価」としてまとめる。

・２月５日実施予定の「家庭・地域・学校協議会」において、「自己評価」を提示し、委員から出された意見

を参考に改善策を修正し、出された意見は「学校関係者評価」とする。

。「自己評価」「学校関係者評価」を合わせたものを、「学校評価書」として市教委に提出し、「学校評価総合シ

ート」をホームページに褐ititする｡

’ ’令和2年度小浜市立加斗小学校スクールプラン

①L;､るさと学胃のi鱈豊・

◇ふるさと学胃を通した地域への愛

諭‘旬の向上．

②学校の愉翻公開の充実・
◇学佼・学躍動億の発行（月１回沖

・学校ホームページの適宜更新。

・学挟公開日の活畷（年４回以上）・・

◇Swi↑chOffウィークの実施。
。熟ツト利用や傭縦モラルに間する術
導の充鍔,

③母・小・中の迦馬の充実..
◇堀総会の実施や参がの充実・・
一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一

く◇数値目梶>，

①８０％②８０鵠③８０％.，

①コミュニケーション能力の向上。

．伝える力の向上と宮鮒活動の充実.’

◇発壊の時間と喝の砿俣‘
営吟えるための基盤づくり.，
．学習ルールの定満と雄害活動の充巽
◇部避テスト（園界）の合格皐の向上‘
齢どえを引き出す授茶展側のエ夫‘，
。切り返し（賀間）のスキルアッメ‘

◆１人1画以上の研究佼薬の突編

“〔割り活効を通した仲IWlづくり・
◇週びを通した仲間づくり､いじめ･

不誼佼の鯖導の充実､牧剛3鱗活動

の充災｡.

【鷺,あいさつ運動の推巡・

◇あも､さっと気持ちの良い返耶の勘iﾃ・

靭人縦を尊諏し合う子の存成・

◇全峡一斉人権汝向デーの汲定。

。＃』礼での人権鰐話（各学期）‘
・披郡11皿に間するXmjW促迩。

<めざす学校の姿>， ＜教育目ｷ系＞・
『自ら学び、共に伸びる加斗乏子』‘

<めざす子どもの姿>･
◇徳仲間と助け合う子・
◇知自分て勉強する子，
◇体たくましぃ鐘と体を持つ子．

<研究テーマ>･
『つながり合い、溜め合う子どもの育成』．

<めざす教蔵貝の姿>､

r捜窓I．「創急・｢熱意Iの．

ある教置貝．

･学校に係る全ての人に滅怠を持って対応

・誌課題の判断基準を写ども」におく．

〈､涯埋チパワーアツプ作戦の展開｡．
◇違足、水泳、マラソン、なわとびへ
の取組も,

②ﾁどもたちの通勤量の充塞‘
◇外違びの靭勤、叢問活鈴の推進。

③食の炊育を通した食両慣の定着･’
・給食鴎IMIを活用した魚の食べ方柑導‘

◇給攻鴫問を活畷した清の持ち方詣導』』

句莱務改砺(一斉迅勤日・学拠羽庁日
の助行､琉閲会激は月１回６０分以内)・

◇感姓子防守を過した自己詩型の徹底
(舜帥忍愈恥、i鋤守、生活詔慣の自
己輔梨に璽点を置いたj癖の鴨錬，。

■Ｆ－－ー一一一一一ーー‐一一一一一一一一‐画一■

＜●数(Ni目悌>・

①８０％②８０％③７０％･’

辞

唾笠薄と柊仁子１F･羊,垂育てる．

Ｑ堂j掴Hと共に子ども老育てる．

○県・小・中の遥携のl鱈世‘

子ども一人ひとりが、仲間と明るくふれあい．
ながら、互いの個性を発揮して、主体的に学

びへ自らの願いや課題を速成した喜びを環遇
うことのできる学校．

ト

３実施後の処理方法

・アンケートの集計は校長が行う。～１２月１３日（日）

・目標末達成の項目を中心に、成果・糾麺・改善策（案）をまとめ、結果を入力する。

・入力先teache曜一令和２年度一管理一運営－１Ｂ11-学校評価一令和２年度小浜市立加斗小学校学校
評価総合シート」令和３年１月４日（月）～１月１５日（金）

)－
２日程

（教職員対象アンケート）令和２年１２月１日（火）～４日（金）

（児童対象アンケート）令和２年１２月１日（火）～－１日（金）
（保謹者対象アンケート）令和２年１２月１日（火）～４日（金）

■

く◇数値目操>・

①８０％②８０９６③8096..

卜
１
１|健康な体づくり確かな学力づくり

＠鯵ばり強く挑戦する子の育成､。

Ｏ運動能力の向上を目術す子の育成，

○甑三い､食雷慣の否凋･’

｡ユミュニケーシコン鰭力の官虚・

○学弼怠欽の向上と那礎・萩本の定着１
０わかる。亜い､捜柔のエ夫と改善．

１
g恥､やりと協力の鐘剖$つ苧の同良・

○のびのびと活効て・きる土塊づくり‘‘

○画他の人碓を厚曲する‘せの宵成，

黛庭･蛤届と共に参ざ学校づくり叫いやりのある仲間づくり

項目

家
庭
・
地歩
錘
詫
織
永

く
り

重点目標

◎家庭と共に子ど
｛)を育てる

○
も

tに子ど

－具体的取組
（数値目標）

、学校・学級通信の
発行（月１回）
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

､スウィッチ･オフ．

ウィークの実施
(Ａ＋Ｂ＞８０％）

,霊異

膳

難』
l成果ｌ
児童

一一ｰＦ

判１，『坐rIu

(アンケート項目）

Ｑ７月１回の各菰たよりをだすことができました力も
Ａそう思う９０％Ｂやや思う１０％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）
Ｑ：学校や地域のことを自分から家の人に話１１-ことができましたか。
Ａそう思うＧ8％Ｂやや思う２３％Ｃあまり思わない5％Ｄ思わない０％（91％）
Ｑ：各祇たよりやホームページから学校の織子をつかむことができました力も
Ａそう思う４０％Ｂやや思う４９％Ｃあまり思わない１１％Ｄ思わない０％（89％）

口

Ｑ
Ａ

Ｑ：スウィッチ・オフ・ウィークにきちんと取り組むことができましたか。
Ａそう思う６５％Ｂやや思う２７％Ｃあまり思わない５％Ｄ思わない３％（92％）
Ｑ：お子さんは、スウィッチ・オフ・ウィークにきちんと取り組んでい』ﾐしたか。
Ａそう思う５２％Ｂやや思う３３％Ｃあまり思わない１１％Ｄ思わない４％（85％）

スウィッチ・オフ・ウイークを学期１回取り組ませることができました力も
う思う８０％Ｂやや思う２０％Ｃあまり思わない０％Ｄ思わない０％（100％）

成果（○）・課題（△）・改善策（◇）／学校関係者評価（◎）

○学校だよりは、写真を取り入れるなど児童が興味を持ちやｳｰい紙面になって
いた。ＨＰをアップして、学校の様子をタイムリーに知らせることができた。△
児童の評価は数値目標の90％を超えているが､保護者の評価は､「あまり思わな
い｣が昨年度より増えている｡◇今後は､各種たよりにそれぞれの教育活動のね
らいや、教員の思いなどを書き足すことで、内容の更なる充実を図る。

○スウィッチ･オフ・ウイークについて､協力的な家庭が多い｡児童も意識して
取り組んでいる｡△各学年の実態や､改善のみられない児童の共通理解がなされ
ておらず､ややマンネリ感を感じる｡◇頑張っている児童を賞賛する機会を設定
したり､家庭での具体的な取り組みの紹介をしたりなど､やる気を高める工夫を
する。◎地域と共に子どもを育てるという視点では、ふるさと学習の６年生の
蒼島学習では､地域の取組と連携してシーカヤック体験を実施でき､子ども達の
よりよい活動につながっていた。

項目

思いやりのある学級づくり

確かな学力づくり

健康な体づくり

家庭・地域と共に歩む学校づくり

担当者（○がチーフ）

○三島、山前、（古田）

○木橘、中森、羽|：

○森、池田、古田

○教頭、出口、校長


