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平成２９年度 学校関係者評価委員会資料
目指す学校像

〇前向きで活力のある学校
〇温もりのある学校
〇地域に根ざした学校

行方市立北浦小学校

教職員の発想・工夫を生かした活力ある学校運営
(PDCAマネジメントサイクルの積極的な活用)

重点目標

自己評価
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満足度指標

〔H29 指標〕
○学力診断のためのテスト県平均を
繰り返し指導を重視して，児童に基
礎・基本を徹底させるための指導・工 超える児童が50％
夫をすることができた。
○自主学習に取り組む児童 低50％
中60％ 高70％
児童が，進んで読書に取り組むように ○読書冊数が年間で５０冊を超える
指導・工夫することができた。
児童が75％
・学校改善プランに基づく課題解決へ
の取組に努める。
※算数科指導の改善を核とした，職
児童が，主体的・協働的に学習できる
ように指導・工夫することができた。 員研修の実施
・基礎・基本の徹底，繰り返し指導の
徹底に努める。
・主体的・対話的で深い学びのある授
北浦小学校授業スタイルを心がけて， 業づくりに努める。
・家庭との連携による学習習慣づくり
指導・工夫することができた。
に努める。
〔H29 指標〕
○10日以上欠席の児童が0.1％以下

5

6

児童同士が互いのよさを認め，友だち
と仲良くできるよう指導することがで
○縦割り班活動を月１回実施し，異
きた。
学年の友達が増えたと言える児童が
90％以上
児童の挨拶・返事・言葉遣いについ
て，適切な指導をすることができた。

○道徳コーナー「いいとこ見付け
た」に児童全員のいいところを掲示
・道徳，特別活動による関係づくりを
深化させるように努める。
※異学年交流の展開，話し合い活動の推進

7

8

9

・郷土教育，国際理解協力等の積極的
友だちの話をよく聞き，自分の意見を な推進に努める。
安心して話すことができるような雰囲 ・小中一貫教育による生徒指導の充実
気づくりに努めた。
に努める。
・特別支援教育の充実に努める。
〔H29 指標〕
学校のきまりや学級で決められた生活 ○登下校や休み時間などの決まりを
の約束を守ることができるように指導 守る児童の割合100％
することができた。
○栄養教諭との連携による食育の授
業を実施し，給食における偏食児童
運動量の確保を目指して，業間休みや の減少
昼休みに元気に遊んだり体を動かした
りするように声をかけることができ
○体力テストＡ+Ｂの割合が全児童の
た。
70％以上

・体力テスト等の結果を生かした指導
給食は，好き嫌いなく食べるように声 の工夫改善に努める。
10
・業間運動，体育的行事の充実に努め
をかけることができた。
る。
・健康教育(食育，薬物乱用防止教育)
の充実に努める。
登下校の交通ルールやスクールバスの ・安全教育(生活，交通，災害)の充実
11 利用について，指導することができ
に努める。
た。

学校関係者評価

取組の状況
〔H29 指標〕の達成状況及び考察
○学力診断のためのテスト県平均を超える児童
40.4％
○自主学習に取り組む児童
低 71.2％ 中 71.6％ 高 75.1％
○読書冊数が年間で５０冊を超える児童 1～3年
87％ 4～6年 76％
・算数科授業で教師１人１回以上の授業研究を実
施したことで，北浦小学校授業スタイルが定着し
てきた。これが他教科等で日常的に生かせるよ
う，意識を高めていくことが必要である。
・基礎的・基本的な事項の定着を図るため，テス
ト結果の分析とテストの繰り返し活用を実施し
た。しかし，分析を基にしたテストの活用方法や
個別指導の工夫改善が必要である。
・家庭学習の充実を図るために，小中一貫の家庭
学習の手引きを作成した。これを十分に活用させ
るための工夫が必要である。
・学級担任以外の教師による読み聞かせ・ブック
トークの実施とPTA図書委員による読み聞かせ会を
実施してきた。また，図書室での貸出業務をス
ムーズにするために週に２回，図書のボランティ
アの協力を得た。

達成状況
B

B

〔H29 指標〕の達成状況及び考察
○登下校や休み時間などの決まりを守る児童の割
合 94％

B

B

・登校斑やスクールバスごとに安全な歩行やバス
乗車の仕方について定期的に指導した。
・休み時間の約束について，児童に確認させる機
会を設けたり，教師の意識を高めたりする必要が
ある。
・教職員による月初めの登校指導を実施した。
・毎週木曜日の給食時間に，栄養教諭による食育
指導を各学級ごとに実施した。
・体育ｺｰﾅｰや体力づくりについての掲示や数値目
標を掲示することで児童の体力向上への意識向上
をつねに図っている。また，業間運動は，持久
走，縄跳び，投力の３点に絞り，特に投力におけ
る場の設定の工夫や教具の作成に取り組んだ。
・４～６年児童と保護者を対象に携帯電話の使い
方についての講演会を実施した。

・児童に,テレビ・ゲーム・動画の視
児童に,テレビ・ゲーム・動画の視聴 ・学校経営方針を全職員が理解し，各 聴時間を意識させる取組として，学級
活動で取り扱うなど指導しているが，
12 時間を意識させ，健康で安全な生活を 主任が中心となって立てた計画に向
け，組織的・協働的に取り組むように 児童だけではなく家庭の協力が不可欠
するように指導することができた。
努める。
な問題である。本年度は携帯電話の使
い方について，４学年以上の児童と保
護者を対象に，外部講師による講習会
家の人や友だち・先生に，いつも元気
13 にあいさつができるように指導するこ ・基本的な生活習慣づくりやその改善 を実施した。しかし，保護者の参加は
を図るため，アンケート調査の結果や 大変少なく，引き続き保護者への理解
とができた。
日々の児童の様子をもとに，生徒指導 啓発を進めていく必要がある。
主事を中心として集会活動や発達段階
に応じて各学級での指導を行うように ・元気にあいさつができるように指導
ハンカチを身に付けさせ，給食前やト 努める。
を進めているが，子供たちから大きな
14 イレ後に手を洗うよう指導することが
声であいさつをする場面は決して多い
できた。
とは言えない。相手に聞こえる声であ
・支援会議や校内研修を充実させるこ いさつができるように継続して指導し
とで，特別な配慮を要する児童につい たい。
作業や掃除の時間は，友だちと協力し て情報の共有化を図り，一人一人の教
15 て取り組むことができるように指導す 育的ニーズにこたえられるように努め ・郷土教育について，本年度は外部講
ることができた。
る。
師を招いて取り組んだ。実際に関わっ
ている地域の方の話を聞くことで，そ
・学校や学級の様子，児童の活動の様 れぞれのテーマについて知ることがで
きたり，理解したりすることができ
授業参観やＰＴＡ行事への参加を進ん 子がよくかわるように，お知らせ文
16 で呼びかけ，保護者の意見に耳を傾け 書，学校・学級だより，保健だより等 た。
の発行，学校ホームページの更新に努
ることができた。
める。

A

B

・食育の指導に関連して
子供たちは，どのような
内容の朝食を摂っている
のか心配である。朝食内
容についても十分把握し
て，対応することが大切
である。
・虫歯の治療がよくでき
ているのか心配である。

〔H30 指標〕
○学校生活の安全の決まりを守って生活する児童が100％

・外部講師を活用して，
郷土教育などを進めてい
るとのことであるが，地
域の人材を活用していく
ことは大切なことであ
る。

○基本的な生活習慣づくりについて，学校内のことについては各スタ
ンダードを教師間で再度共通理解を図ることと，児童に十分に周知
し，必要に応じて指導を実践する。

○自主学習に取り組む児童が

低50％

中60％

高70％

○読書冊数が年間で５０冊を超える児童が75％
○基礎・基本の徹底，繰り返し指導の徹底に努める際，各種テストの
結果分析を基に，特に十分な定着が図られていない内容と児童を把握
し，そこを重点的に指導していく。
○自主学習の課題の選び方や進め方について，事前に例を示すなどオ
リエンテーションを十分に行ってから取り組ませていく。
○朝読書の時間を十分に確保するために，登校し朝の用意が終わった
児童から順に読書を始めるよう習慣付けていく。また，家庭での読書
習慣をつけるため，ノーテレビディなどを提案し，推奨していくなど
の工夫改善を図っていく。更に読書の質を高めるために，教師のおす
すめの本の紹介など工夫した取組を実践していく。

○休み時間に，異学年の友達と交流した児童が90％以上
○道徳コーナー「いいとこ見付けた」に児童全員のいいところを掲示
○毎月１週目を「あいさつ強化週間」とする。
・強化週間の帰りの会で「自分からおはようを言えた児童」の人数を挙手により確認す
る。１週間の集計を児童運営委員会が集約し，児童朝会等で発表する。
・月ごとに個人目標を立て，目標が毎月更新できるようにする。
○「友達１００人プロジェクト」により全児童に目標設定をさせる。
・高学年児童から低学年児童への声かけが積極的にできるよう話し合わせたり，指導した
りする。
・異学年交流のロング昼休み時間を確実に確保する。更に，内容の工夫改善を図る。
○「いいとこ見付けた」コーナーに掲示された児童名を各担任が十分把握し，全児童が掲
示されるような学級での取組を工夫改善する。
・道徳の授業等と関連させる。
・友達のいいところを自由に登校できるポストを設置する。

○栄養教諭との連携による食育の授業を実施し，給食においてバラン
スよく食べるよう心がける児童が100％
○体力テストＡ+Ｂの割合が全児童の70％以上
○休み時間の決まりについて，教職員が再度確認し共通理解を十分に
図ることと，児童運営委員会や体育委員会を中心に児童同士での声か
けや注意ができるように指導していく。
○給食においてバランス良い食事ができるよう，引き続き栄養教諭に
よる食育指導を進めていく。
○体力テストでAやB以外の児童が業間運動や体育的行事に意欲的に参
加し取り組めるように，更に運動の仕方を個別に指導したり，チャレ
ンジする機会を設けたりしていく。

A

B

A

・キャリア教育について
昇降口にある各学級ごと
の一人一人の夢が掲示し
てあるコーナー作成は，
すばらしい取組である。

A

○学校生活全般における児童の様子，学校生活についてのアンケート
結果を十分に分析・把握し，児童のちょっとした変化をも見逃さない
ようにする。更にスクールライフサポーター等の適切な活用と連携を
行うことで，不適応を起こしている児童が不登校になる前に対応でき
るよう取り組んでいく。
○特別支援教育充実加配職員を中心に特別な配慮を必要とする児童の
情報把握を十分に行い，適切な支援を提供できるよう取り組んでい
く。
○郷土教育について，外部講師を招くだけでなく，それぞれの現場に
出向いて，直接体験や見学をすることで，それぞれのテーマについ
て，より興味関心を高めたり，理解を深めたりさせるように取り組ん
でいく。

B

○郷土教育・キャリア教育におけるGT，図書館ボランティアなど地域
人材の活用を継続して進めていくとともに，新たな地域人材に協力を
得るための人材バンクづくりに取り組んでいく。
B

・総合的な学習の時間や特別活動を中
児童の家庭での様子によく耳を傾け， 心に発達段階に応じて，郷土教育と国
児童理解に努めることができた。
際教育の推進に努める。

A

18

学校・学級の様子がよくわかるよう
に，お知らせ文書(学校・学級便り，
保健便り等)を発行することができ
た。

A

忘れ物を減らすために，明日の準備や
19 宿題をできるよう指導を工夫すること
ができた。

B

児童が，宿題や家庭学習(学年できめ
20 た時間)を進んで行うことができるよ
うな手立てをとることができた。

B

児童が，郷土教育や国際教育に興味を
21 もって取り組むような手立てをとるこ
とができた。

A

・児童一人一人の学校生活の把握，保
学校は，気になることを相談しやすい 護者との個別面談，児童との教育相談
25
等の積み重ねにより，学校や学級が児
雰囲気がありましたか。
童にとって安心して過ごせる場所であ
るよう努める。

〔H30 指標〕
○自分から「おはよう」のあいさつができる児童が80％以上

B

17

○気になることを相談しやすい雰囲気
・保護者との連携を図り，適切に情報 と感じている保護者は10％以下であっ
先生は，子どものよさ（個性）を理解 交換を行うことで，一人一人の個性に た。
22
し，公平に接していましたか。
応じた指導に努める。
○特色ある学校づくりについて，保護
者の95％以上が，とてもよくできた・
よくできたと評価している。
・毎月，安全点検を実施し，分担個所
先生は，いじめや悪いことをしたとき の交代により，複数の目で確認し事故 ・気になることを相談しやすい雰囲気
23
はきちんと指導していましたか。
防止に努める。
と感じている保護者は昨年度10％を超
えていたことから対応等の仕方に改善
が必要である。
・職員による校舎内外の整備，児童活
先生は，学習における子どもの能力や 動の一環とした花壇づくりにより環境 ・特色ある学校づくりについて，各た
24
美化に努める。
より等でその取組について更に知らせ
努力を適切に評価していましたか。
ていきたい。

・児童同士が，お互いの
良いところを認め合う姿
があり大変良いことであ
る。ぜひ，継続していく
ことが大切である。
・いじめが発生した場合
に，いじめた側の児童に
対して事実関係をよく確
認して対応してもらいた
い。

B

○栄養教諭との連携による食育の授業を実施し，
給食における偏食児童の減少 7月78.5％→12月
79％
○体力テストＡ+Ｂの割合が全児童
72.9％

〔H30 指標〕
○学力診断のためのテスト県平均を超える児童が50％

A

○道徳コーナー「いいとこ見付けた」に児童全員
のいいところを掲示 85.4％
・週２回のスクールライフサポーター等の関わり
により，不適応を起こしている児童への支援を
行ってきた。しかし，児童の変化への気づきが遅
れたり家庭への対応が十分ではないケースがあっ
た。不適応を起こしている児童についての定期的
なケース会議の開催と対応を更に充実させたい。
・縦割り班活動を実施することで，通常の休み時
間に異学年児童と遊ぶ姿が増えてきた。更に活動
が充実するように工夫改善を図りたい。
・いいところを見付けてもらう児童に偏りがあり
良いところの見つけ方の指導を充実させたい。

・教師自身が楽しさを加
えた授業を実施できてい
ることが大変良い。更に
子供たちが楽しさを味わ
えるような授業を進めて
いくことが大切である。
・教師一人一人が個性を
発揮した学級経営や授業
を展開していくことが大
切である。

B

〔H29 指標〕の達成状況及び考察
○10日以上欠席の児童 3.84％
○縦割り班活動を月１回実施し，異学年の友達が
増えたと言える児童 91.4％

次年度への方向(改善計画等)

評価者の意見

B

B

B

B

26

学校の施設や設備の環境は，安全でき
ちんと整備が行われていましたか。

A

27

学校での職員の対応は，礼儀正しく，
丁寧で，親切でしたか。

B

・情報発信について更に
工夫をしたり，更新回数
を増やしたりしていくこ
とが学校への理解につな
がっていく。
・エリア放送を活用する
ことができるのであれば
学校の教育活動について
発信する方法の1つとし
て考えていくとよい。

○気になることを相談しやすい雰囲気であると保護者が感じられるよ
うに，対応の仕方や表現の仕方について教職員間で十分に考えてい
き，改善を図る。
○情報発信について，担当者の分担を工夫したり，発信の内容につい
て児童の感想等を加えたりするなど，読み手を意識した改善を図って
いく。
○学校コンプライアンス（服務規律）に関する継続的な注意喚起とそ
の徹底を図っていく。
・推進委員からのボトムアップや外部講師による職員研修の実施を行
う。
・特に，わいせつ事案に対応した研修を必ず実施していく。
・事例研修，行動規範の見直し，不祥事防止のためのチェックシート
を活用することで意識改革を進める。
○毎月の安全点検，統計等を基にして時期に応じた安全指導を確実に
実施することで学校事故の未然防止に努める。
・危機管理マニュアルの活用とそれを基にした改善，安全教育の推進
と登校指導，スクールバス運行各社との連携等，Ｊｱﾗｰﾄ警報時の対応
などを十分に行うことで校内の管理体制を充実させる。
・保護者，地域との連携し，安全マップの見直しと活用，月初めの登
校指導，見守り隊・１１０番の家による巡視活動等によれり安全の確
保を行う。
【達成状況】

A
B
C
D

よくできた
概ねよくできた
あまりよくできていない
よくできていない

