
別紙様式

評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

授業改善の取り組み

・授業においてICTを活用し、
視覚情報も与え分かりやすい
授業づくりを目指す。
・めあてを必ず設定し、見通し
をもって課題解決を行い、まと
めで確認する。

学校評価アンケートの
「わかる授業」項目の
肯定率を８０％以上に
する。

3

　電子黒板を各学級に導入し、ＩＣＴを活用することで全
ての子どもにとって分かりやすい授業づくりを行った。め
あてを意識させることで、目的を持って学習を行い、まと
めまでを意識した授業に向けて改善が行われた。子ども
達が行った授業評価では、ポイントが上がり授業改善の
効果があったのではないかと感じている。

家庭学習の習慣化

・家庭学習の手引きを配布し、
連携して家庭学習の充実を図
る。
・確認を細かく行い、成長を認
め自ら学習に取り組む態度を
育成する。

学校評価アンケートの
「家庭学習」項目の肯
定率を８０％以上にす
る。

3

　家庭と連携した家庭学習については、個人差が大きい
のが現状である。今後も、小中9年間の家庭学習資料を
家庭へ配布や児童への指導を継続し、家庭学習の習慣
を定着させ、確かな学力の定着を目指したい。

読書活動の充実
・朝の読み聞かせや読書の時
間などの活動を通して読書に
対する興味付けをする。

学校評価アンケートの
「読書」項目の肯定率
を８０％以上にする。

3

　今年度も図書ボランティによる朝の読み聞かせ活動に
よって、本に対する親しみが少しずつ増しているように思
われる。しかし、児童の読書週間も個人差が大きいこと
が課題である。児童が本により親しむために、図書シス
テムの導入によるデータの活用や学級文庫の活用など
を、図書館支援員と連携し取組みたい。

良さを認め指導の充
実

・毎週のアンケート結果の情
報を全教職員で共有し、共通
理解のもと声かけや、指導な
どを積極的に進める。

学校評価の「指導の充
実」項目の肯定率を
８０％以上にする。

4

　水曜日に全学級で行う一週間の振り返りカードで全児
童の悩みや困りごと等を把握している。さらに、その結
果を金曜日夕会の児童理解の時間に発表し、各学級や
児童の様子を全職員で共通理解している。この取り組み
によって学級担任だけでなく、全教職員で共通意識を
持って児童の指導にあたっている。

異年齢集団活動の
充実

・全校縦割班やふれあい活動
を活用し、豊かな心の育成を
図る。

学校評価の「体験活
動」「交流活動」項目の
肯定率を８０％以上に
する。

3

　1人１授業の中でも、道徳の授業を行うことで、授業の
展開等について指導者からの話を聞き研修を進めた。
現在、中学校とも連携し発達段階に応じた指導の重点
を設定した年間計画等について改善を進めている。

元気な体をつくる食
育・体育の推進と生
活習慣の確立

・「グ～グ～チャレンジ」で生活
習慣の見直しや、「RunRunタ
イム」で体力増強を図る。

学校評価アンケートの
「体力づくり」「生活習
慣」項目の肯定率を８
０％以上にする。

4

　生活習慣を振り返る「グ～グ～チャレンジ」で、メディア
との付き合い方を含め、家庭への啓発活動に取り組む
ことができた。体力向上については課題が残るので、継
続した取組が一層必要である。

地域学習素材・ジオ
学習素材の活用

・伊佐地域の学習素材を積極
的に教科学習に取り入れる。

各学年とも伊佐地域の
学習素材を使った学
習を教科学習に位置
づけ、実施する。

3

　「伊佐学」として６年生では伊佐の歴史や産業について
講師を招いて学習を進めることが出来た。低中学年は
伊佐の町に出かけていき、地域の野菜づくりや豆腐づく
り、各種施設で働く人々と交流し理解を深め、地域の良
さを実感することが出来た。教職員も市内の施設で、地
域素材の学習を行った。

保護者・地域ボラン
ティアの積極的活用

・読み聞かせや教科指導等の
ボランティアによる教育活動の
支援を募る。

学期に平均２０人以上
のボランティアによる
教育活動支援を実施
する。

3

　図書ボランティアや家庭科で裁縫指導のボランティア
など様々な支援をしていただいた。平均数は延人数で
は、20人を越えた。子ども達は地域の方々との交流で、
一層地域への愛着を深めている。

情報公開の徹底

・学校ホームページを使って学
校の様子や子ども達の活動の
様子などの情報発信を充実さ
せる。

ホームページを毎日更
新し、閲覧者が毎日３
０人以上。

4

　ホームページはほぼ毎日更新し、毎日30人以上のア
クセスを得ている。地域や保護者からも「学校の様子が
よく分かる」と好評である。今後は学校経営についても、
周知に努め、学校への関心を一層高めたい。

校内研修の充実。
校内研修でのＯＪＴ
の推進

・一人一授業の実施。
・ユニット型研修を行い、広い
視野からの授業改善を目指
す。

一人一授業（研究授
業）の公開。
ユニット型研修の実
施。

4

　校内研修では、引き続き研修内容が明確化されたた
め、日々実践することを共通理解でき、全教員が同じ方
向を向いて研究に取り組むことが出来た。初めて行っ
た、ユニット型研修では様々な意見を伺うことが出来て
研修の推進としては有効であった。

業務時間の管理と短
縮

・出退勤管理システムを利用
した業務時間の見える化
・時程を見直し、放課後の時
間にゆとりを作り出す。

超過業務時間を平均３
０時間以内にする。

3

　年間一人あたりの超過勤務時間の月平均は３7時間
で、昨年度よりもわずか1時間減少した結果となった。時
程を見直したり、散水タイマーを購入したりしたが、ほと
んど変化がなかった。改善案を検討したい。

A

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

A

5　学校関係者評価4　自己評価

・学校が家庭学習にどこまで踏み込むかは難しい問題だが、学校で授業
の理解度との相関関係を示すことは出来ないか。
・電子黒板をスムーズに取り入れられており、分かりやすさ見やすさを感
じた。
・個人差が大きい現状を感じる。分からないが減少するためには振り返り
が重要になっている。
・やる気を育てるように考えていきたい。
・読書活動については、努力されていると思いますが、動画世代には難し
いですね。
・個人差はあって当たり前、子どもそれぞれに事情があり、底上げするこ
とは至難の技であろうと思う。方針通り、こつこつ情報を送り学びを提供
することを。
・電子黒板などICTを活用した分かりやすい授業づくりはとても良いことだ
と思う。是非、授業見学をしてみたい。
・本を読むのが苦手な子どものためにも本に親しみやすい「読み聞かせ」
を増やす取組も良いと思う。
・大変工夫されていると思います。
・今まで通り、1人ひとりへの学習指導をお願いします。
・家庭学習の定着に、今まで以上に取り組んでいただきたいと思います。
・今後も課題解決学習に期待しています。
・アクティブラーニングへの授業方法を期待する。

・生活習慣の改善は、家庭の協力が重大であることと親子の時間をたっ
ぷり取ってほしい。
・学校全体で共通理解し、問題・課題を担任個人に背負わせないという
視点は大いに評価できる。
・振り返りカードの取組はとてもよいことだと思う。少人数だからこそ、全
教職員できめ細やかな対応ができることは良い。カードとは別に、児童と
の対話機会を少しでも増やしてあげてください。
・格差社会が表れている。個にいかに応じた対応が工夫されているか、
考えていきたい。
・大変工夫されていると思います。食育は、健康な体づくりの一つと思
い、良い取組と思います。
・中学校と連携した道徳授業に是非取り組んでいただきたいと思います。
・

・地域との交流を積極的に進められている印象を受けた。
・保育園との交流もあり、2月には給食を一緒に食べる機会も頂き、園児
にとって進学する時の不安が少なくなり自信にもなったと思い感謝してい
ます。これからもぜひ、続けてほしいと思います。
・伊佐学はもっと子ども達や親にも感じてほしい。
・親と学校、子ども達がもっと寄り添えたら素晴らしいと思います。
・弱者が少しでも減るように、支えていくようにしてほしい。
・大変努力されていると思います。
・大変工夫されていると思います。
・地域学習は、机上の空論でなく、実際に見て感じることが学びにつなが
ると思う。
・ボランティアで授業に参加された方から、学びがあったし楽しかったと聞
きました。
・地域住民、幼保、中学校とさらなる連携した交流・取組を実施していた
だきたいと思います。
・ボランティア数、年間目標数なりを示すと分かりやすい。励みにもなるか
もしれないと思う。

令和元年度　美祢市立伊佐小学校　学校評価書　　　校長　　【 宅 野　雅 志 】

学校教育目標　心豊かに生きぬく子どもを育てる
めざす学校像　（１） 活力のある学校→児童一人ひとりが笑顔で楽しく生活できる学校　（２） 感動のある学校→信頼し合い協力して取り組める学校　（３） 美しい学校→機能的で、心が潤う環境づくり
めざす児童像　（１） かしこい子　根気　（２） やさしい子　勇気　（３） つよい子　　元気
チャレンジ目標　　「いっぱい読書　さわやかあいさつ　のびのび運動　こころあたたかい言葉」

　本年度は、伊佐中学校との連携を一層深め、小中連携型のミュニティ・スクール(みね型地域連携教育）として、様々な活動をしてきた。今年度も8月には市民講座として中学校を開放し、伊佐小中の教師が講師となって３つの
講座を開催した。また、11月には幼稚園・保育園・小学校・中学校・地域が連携して、大規模地震を想定した避難訓練を実施し、その後、地域の方も含めて日本赤十字社より講師を招いて災害時に役立つ防災講習を開いた。
生徒指導や学習規律、家庭学習においても９年間を見通した資料を作成し配布を行った。小・中学校と家庭が連携して、統一感のある指導を行い子ども達の成長を支えたい。今後さらに一小一中の利を生かし、保護者や地域
とも連携を深めながら特色ある学校運営を行っていかなければならない。
　 学力に関しては全国学力学習状況調査及び学力定着状況確認問題そして山口県学力確認問題の実施・分析により客観的に課題を明確にしてきた。その分析から、本校では、授業にＩＣＴを活用し視覚支援を活用すること
や、めあてとまとめを必ず授業に取り入れること、授業評価の活用などを全教員が同じ方向を向いて授業改善に取り組んできた。その結果、各学年で少しずつ学力の向上が図られてきたようである。しかし算数や理科などで
は、基礎となる部分において市平均や県平均との相対的な比較ではまだ十分ではない。今後も一人ひとりの児童の学力についてより丁寧な分析を行い、その子に応じた個別の指導を充実させたいと考えている。
　児童は素直で礼儀正しい子どもが多く、委員会活動、清掃活動等もよくできる。今後も児童数減少を前向きにとらえ、児童一人ひとりが活躍できる場を数多く設定できるよう工夫をしていきたい。

【まなび部会】学びが学校で高まり、家庭で深まり、地域で広がる取組の推進
　・分かった・できたと実感する授業を行うことで、自己肯定感の向上を目指す。
　・改善した家庭学習の手引きを配布し、一層家庭と連携した家庭学習の習慣化を目指す。
【こころ部会】人や物との関わりを通して、心を育てる体験活動・道徳教育の推進
　・生活に関するアンケートを毎週実施し、結果を全教職員が共有し、全職員で問題解決に取組む。
　・縦割班や園児・中学生などとの異年齢集団活動を実践し、豊かな心を育てる。
　・あいさつ運動を中学校と連携して進める等、一貫性のある生徒指導を行う。
【からだ部会】元気な体をつくる食育・体育の推進と生活習慣の定着
　・全校で強調期間を設定し、保護者と連携し生活習慣を定着。

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

7　　次年度への改善策

B

A

○小中の連携を一層強め、９年間を見通した教育の推進を図る。まず、来年度の学校経営ビジョンは中学校と合わせ１枚にまとめる。目指す15才の子どもの姿を見すえ、小中の教職員全員が意識を揃え教育を行っていくよう
にする。指導においては、昨年度末に作成した生徒指導や家庭学習のつながりの共通理解を徹底し指導の深化を図る。また、校内研修の交流や授業参観を増やす。
○学力の向上に向けて、全校で計算力や基礎となる力の向上に努める。

人
材
育
成
・
業
務
改
善

・ユニット型研修に参加させて頂き、学校の中のことも知ることができた。
・全国的に教職員の超過勤務が気になり、よい策はないかと思う。
・ユニット型研修は準備は大変手間がかかることでしょうが、効果は大き
いと思います。
・先生方の熱心なことが伝わってきます。
・勤務時間管理については、多くの職場では社会的な問題です。優れた
人材確保につながる重要な課題で更なる改善を社会全体で求められて
いますが難しいですね。
・ユニット型授業面白いと思いました。子どもにも刺激があったと思う。
・ユニット型研修は今後も実施してほしい。授業の進め方（準備も含め）
が良く分かり大変良かった。
・ユニット型研修は画期的だったと思う。
・先生の働き方改革に今後も取り組んでいただきたいと思います。
・働き方改革は更に勧めて、先生の充実した生活の上で児童に対してほ
しい。

教
育
課
程
・
学
習
指
導

保
護
者
・
地
域
住
民
と
の
連
携

生
徒
指
導

○学習指導などに関しては、電子黒板の導入を行ったことで、児童への視覚支援を多様に行うことが出来るようになった。児童には見やすいと好評で、保護者や学校運営協議会委員からも評価を受けた。
○生徒指導では、全校体制での指導を継続したことで問題があってもチーム学校で対応できた。積極性や自主性は足りない部分があるので、良いところを認めながら様々なことにチャレンジしていけるように、心と体の成長を
多面的に進めたい。
○保護者や地域との連携では、今年度ユニット型研修を取り入れ学校運営協議会委員や中学校教員と合同で校内研修を行ったことは学校運営協議会委員から評価を受けた。今後も中学校と連携し、ユニット型研修や学校行
事や参観日などへの参加を呼びかけ学校の様子を知っていただく活動を推進しなければいけないと感じた。
○人材育成においては、新しい学習指導要領の全面実施に向け研修を行い、ユニット型研修で様々な意見を伺う機会も設け成果を感じた。しかし、業務時間は増加傾向にあるので、削減できる部分を見付け重点を置いた学校
経営に努めたい。
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