平成 30 年度 学校評価総括表

「すくすく」

Ⅰ 学校教育目標

[
]

文書配布

公表日
評
定

①

A

②

授業力向上や児童理解
のための研修会に参加
し、「よくわかった」「悩ん
でいたことについて解決
の糸口が見い出せた」「今 B
後の自分の教育活動に活
かせる」など7割以上の教
職員が研修の効果を感じ
られるようにする。

④

⑤

⑥

9月3日

公表日

文書配布
説明会実施
その他

その他

学習の基礎基本、特に国
語や算数の授業で「授業
がわかりやすい」と回答す
る児童の割合を増やす。

③

実施日

ホームページ
公表方
法

説明会実施

7月20日

ボランティアによる読み聞
かせを年間のべ250回活
用するとともに、1年間の
図書室の本貸出数を
17000冊以上とする。
C

7月17日、12月10日

公表日

ホームページ
公表
方法

文書配布
説明会実施
その他

公
表
方
法

11月29日
12月12日
ホームページ
文書配布
その他

・「国語の勉強は分かりやすい」と答えた児童は前期
90.4％、後期88.3％であった。同様に算数は前期86.4%、
後期87.3％である。国語は前期より下がったが算数は上
がっている。教室に2学期から大型ディスプレイが設置さ
れたので、インターネットで調べた資料を示したり、拡大し
て具体物を見せたりすることが簡単にできるようになった。
映像の力は非常に大きく、分かりやすいばかりか児童の
興味関心を高めることができ、教室内で活用する教師が
増えている。
・学習の基礎基本は身についている子どもが多く、全国学
力・学習調査では、A問題の正答率が国語76.0%、算数
72.0%であった。
・夏休みに、ALTと共に英語を教える小学校勤務の教員を
講師として招聘し、学級担任がT1、ALTがT2で行う授業を
実際に体験した。2学期からは全ての学級担任が英語お
よび外国語の授業をT1で行うよう努力しており、児童は英
語学習に興味や関心を抱いている。

・77.8％の教職員が読書活動の推進に取り組めたと
述べた。1学期末までの貸出冊数は1年生1307冊、2
年生782冊、3年生1179冊、4年生1247冊、5年生527
冊、6年生333冊で、計5375冊となり、達成率31.6％
である。学級単位での積極的な図書室の利用が本
の貸出に大きな影響を与える。よって、担任は定期
的に図書室を訪れる機会を授業で持つとともに、選
書や読み聞かせにおいては、図書ボランティアの協
力も得ながら実施する必要がある。

・月2冊以上の読書をしている子どもの割合は83.2％で、
前期調査の88.1%から減少している。毎朝10分間の読書タ
イムを設けているが、読みたい本を探すのに精一杯の
子、落ち着きなく動き回る子がいる。
・読み聞かせには学校図書館司書のほかに、学校ボラン
ティアとして毎週来校する「としょっクス」さんが行ってい
る。自分で本を選べなかったり、文字を目で追うことが難し
い子どもたちにとっては、読み聞かせが楽しいようである。

・「お子さんは家で本を読む習慣がついていますか」と
言う問いに、54.0％しか「そう思う」「どちらかと言えばそ
う思う」と答えていない。保護者が子どもに期待する読
書と子どもが実際に家で行っている読書に、時間的、
質的な差がある。

・「学校の決まりはもちろん、家の決まりや友だちとの約
束、交通ルールを守っていますか」という問いには、前期
88.9％、後期84.2％が「できた」「おおむねできた」と答え
た。しかし、登下校中の悪ふざけで近隣住民から連絡が
あり、歩行指導をすることがしばしばある。
・「廊下は走らず歩いている」に肯定的な回答をした児童
は前期78.3%、後期77.7%である。低学年に廊下歩行の決
まりを忘れてしまう子どもが多い。

・「お子さんは決まりや約束、ルールを守ることができま
すか」という問いに対し、90.9%が「そう思う」「どちらかと
言えばそう思う」と回答した。
・「お子さんはいじめたりいじめられたりすることなく過ご
していますか」の質問には92.6％が「そう思う」「どちら
かと言えばそう思う」と答えている。きまりを守ることを
通して自律心、責任感、正義感が少しずつ養われてき
ていると思われる。

・「自分にはよいところがあると思いますか」（自分の良さ
の認知）という自己肯定感を問う質問に対し、「そう思う」と
答えたのは87.5％である。「学校の決まりを守っている」
（学校の決まりの遵守）に「そう思う」と答えたのは79.2%
で、いじめに関しては絶対にいけないことだと思うと回答し
たのは94.8%であった。

・生徒指導上の問題が起こった時は、生徒指導主任と
管理職を中心に教務主任、養護教諭、通級担任、学年
主任など関係者がケース会議を行い、組織的対応を行
うシステムになっている。特にいじめや不登校の事案で
ケース会議を毎週のように行った。そのためであろう
か、「お子さんは豊かな心を身に着けましたか」という
問いに対して、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と
回答した保護者は93.6％であった。

・本年度は「なかまとともに楽しみながら運動する子どもの
育成」を研修主題に、体育授業研究に取り組んだ。体育
部所属の教員だけではなく、体育授業研究に今まであま
り取り組んだことがなかった教員が、2週間に一度来校す
る体力向上コーディネーターとともに、子どもたちが夢中
になるゲームや運動量豊富で楽しめる教材を開発し、「体
育の授業が楽しい」という児童は88.2％になった。

・「お子さんは体育の授業を楽しみにしていましたか。」
という質問について、80.9％の保護者が「そう思う」「ど
ちらかと言えばそう思う」と回答した。また、「お子さんは
積極的に体を動かし、外遊びや運動をしていますか。」
という問いには、79.0％の保護者が肯定的な回答をし
ている。

ね。あなたは素晴らしい。」と声を掛けることが今後
大事になると思われる。教師全員で褒める指導に取
り組みたい。
・不登校等の生徒指導上の問題を特別支援学級の
担任や通級指導教室担任と共に協議し、未然防止
や早期発見に努めることについては、81.8％の教職
員が「できた」と回答した。生徒指導上の問題は校内
関係者だけでなく、市教委指導主事や臨床心理士、
社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ専門家
にも協力を依頼し、医療機関、児童相談所、サポート
センターと連携して、子どもの環境にも配慮しながら
ケース会議を行っている。

・体育の授業研究で培った知識やスキルを活かし、
「なかまとともに楽しみな
自信をもって授業を行えるようになったと感じている
がら運動する子どもの育
教員は81.5％である。児童アンケートでも90％以上
成」という年間研修課題に
の児童が体育授業に満足している。6月に県小体研
沿って授業研究や教材研
研究大会の公開授業を終えたが、それ以降も一人
究を行い、自信をもって体 A 一人の教員が体育の授業研究や教材づくり等に取
育の授業に取り組めるよ
り組んでいかなければならない。
うになった教員を70％とす
・しかし、休み時間に外に出て遊んでいる児童は
68.6％であり、運動好きな子どもをもっと増やしていく
る。

評
定

説明会実施

・子どもが分かりやすいと感じる授業が「できた」とい
う教員は96.9％である。個々の教員が日々各教材を
読み解き、「どのように授業を構成するか」「こどもの
学びを深めるためにどんな発問をするか」などの教
材研究を行ってきたことがこのような回答結果になっ
たと思われる。全国学力・学習状況調査では、本校
の平均正答率はA問題、B問題とも県平均や全国平
均を上回っていた。
・しかし、児童は国語90.4％、算数86.4％しか「分かり
やすい授業だった」と答えてない。一人一人の児童
のつまずきや理解の程度をもっと細かく捉えるべきで
ある。
・7月20日の時点では、積極的に教職員研修に参加
したのは教員の52.9％である。6月に本校で県小体
研研究大会を実施したが、その時の公開授業に向
け、各学年で体育科の授業研修に取り組んだ。夏休
みは各教科や各分掌で研修の機会が多く、体育学
習以外の分野でも教職員が自身の資質や能力を伸
ばすことができる。また、2学期は各研究会の研修大
会も多いので、教職員は授業に支障がないよう積極
的に参加する予定である。

・4月以降、校内では廊下に中央線が引かれ、右側
「してもいいこと」と「やっ
通行徹底のために進行方向が矢印で明示された。こ
てはいけないこと」の区別
れらは教師だけではなく、児童の委員会活動として
ができ、学校の決まりであ
取り組んだことである。教師主導ではなく、児童自ら
る「廊下を歩く」ことについ
が決まりを守るためにできることを考え、実行したこ
て、「できた」と肯定的に
B とにより、「廊下は走らず、歩いている」と述べている
回答する児童を80％にす
児童は78.3％となった。
る。
・「走ったらだめ。」という声掛けよりも「歩いている

生徒指導上の諸問題につ
いては、その背景にある
ものを検討するために、
特別支援教育担当教員
や、通級指導教室教員か B
らも助言を得て、生徒指
導と特別支援教育の一体
化を図る。

実施日

〇健康でたくましい子の育成
④児童の外遊びの奨励を通して体幹やバランス能力を鍛え、けがを防ぐ力をつける。
〇学校評価の活用
⑤子どもたちが楽しい学校生活を送ることができるよう、調査やアンケートを活用し、学校行事等の改善や児童会活
動の活性化を図る。

・「お子さんは国語の勉強をよく理解していますか」の
問いに対し、85.1％が「そう思う」「どちらかと言えばそう
思う」と答えている。同様に算数については80.2％の保
護者が「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答え
た。
・保護者の中には「先生が『分かり易い授業ができた』
と思っていても、子どもの様子を見ていると、そうは思
わないことがある。先生同士でもっと授業を見せ合って
議論し、授業力を高め合うことが必要ではないか」とい
う意見もあった。

[6]学校関係者評価

最終評価（成果と課題）

保護者アンケート

7月2日、11月27日

〇「他人を思いやる温かい心と感動する豊かな心をもつ子の育成」のために
③道徳科の指導を通して、子どもたちが自分の身勝手な行動を慎み、他人の思いを受け止めて言葉を発したり、優
しく温かく接することができるようにする。

[5]自己評価

[4]外部アンケートの分析
児童生徒アンケート

中間評価
評価日

5月2日
ホームページ

Ⅳ 来年度に残された課題
〇「自ら学び自ら考える子の育成」のために
①書くことの指導を通して、子どもたちが物事をじっくり考え、自分の考えをまとめたり論理的に結論を導き出したりで
きるようにする。
②「家庭教育・家庭の日」の充実を図る。

〇「自ら学び自ら考える子の育成」のために
①よくわかる授業の追究：学習した事柄が他の分野の学習や生活に活かせるよう、ICT機器等の効果的な活用で、基礎的、基本的な知識や技能をどの子どもにも習得させる。
②積極的な教員研修への参加：一人一人の教員の資質・能力・経験に応じて、確かな指導力と実践力、高い専門性を身に付けられるような研修に積極的に参加する。
③図書室の積極的な利用：学校図書館司書とボランティアの協力により、本に親しみ、本から学び、本から感じ、本から自分の生き方や考え方を見つめる機会を多く作る。
〇「他人を思いやる温かい心と感動する豊かな心をもつ子の育成」のために
④規範意識を高め、学校のきまりを守れる子どもの増加：必ず守らせなければならない学校の規則や決まり、約束を教員全体で共通認識し、すべての児童に同じスタンスでぶれることなく指導する。
⑤不登校や生徒指導上の問題、特別な支援を要する児童の状況等の共有：学校における教育相談機能を充実し、不登校やいじめ統の生徒指導上の問題について、特別支援教育担当教員、通級指導教室教
員と連携し、未然防止や早期発見に努める。
〇健康でたくましい子の育成
⑥体育授業の充実：本年度は、奈良県小学校体育科教育研究会前期研修大会の会場校として、3学年3学級の公開授業を行うが、他の学年も校内研修で授業を公開する。そこで、1年間の研修を通して他校と
の実践交流や研究会との連携を進め、教員の体育科教育の資質や能力を育成する。
〇学校評価の活用
⑦学校運営改善システムの構築：学力テストや児童・保護者へのアンケート、子どもの学校生活の様子などを参考に、教員一人一人が丁寧な自己評価を行い、積極的な学校改善をめざす。

[2]具体的達成目標と評価指標
具体的に、何を、いつまでに、ど
の水準まで、数値化

公
表
方
法

印

Ⅲ 本年度の重点課題

①人間性豊かな児童の育成について
挨拶を自分からしない子ども、廊下歩行の決まりが守れない子ども
の増加に歯止めがかからなかった。
②健康でたくましい心身の育成について
校内でのケガの発生件数が減少しなかった。
③分かりやすい授業の創造について
教員がお互いに意見を交わし、学び合い、高め合う教員研修のさら
なる充実が必要である。
④読書活動の推進について
読書時間や図書貸出数の増加が見られなかった。

公表日

校長 吉井 香織

しっかりと根を張り、幹を太くし、枝を広げた木のように育つ子どもの育成

Ⅱ 前年度に残された課題

1（
重
点
課
評
題
価
番
項
号
目
）

生駒市立生駒小学校

学校名

A

A

B

B

A

A

公
表
方
法

評 価 日

2月4日

公 表 日

2月20日

課題の改善策等

評価者人数
評価日
公表日

ホームページ
文書配布
説明会実施
その他

公
表
方
法

7人

2月26日
3月15日

□ホームページ
文書配布
説明会実施
その他

・「分かった」「分かりやすかった」と子どもが感じるような
国語や算数の授業をすることができた教員は89.3％であ
る。児童アンケートでも先生が行う授業に対して満足度が
高い。しかしながら、子ども自身が課題を見つける授業や
子ども同士が議論し合って課題を解決する授業は、まだ
まだできていないように思われる。一問一答の受け答え
は時間もかからず授業はスムーズに進むだろう。しかし
ながら、今求められているのは、時間がかかるが考え込
ませる授業であることを教員がもっと理解していかなけれ
ばならない。

・学習規範を全教職員が共通理解し、授業に臨む ・自己評価について異論はない。
際の学習の約束事を全学年できちんと守らせるこ
とが必要だという意見が教員から出ている。発表
の仕方や板書の仕方、ノートの書き方、話し合い
活動の仕方など「生駒小学校スタンダード」を作る
ことも大切なのではないか。
・全国学力・学習状況調査の結果には、本校児童
の「書く力」の弱さが表れている。長い文章を順序
立てて書くことが苦手なので、作文指導にも力を入
れなければならない。

・教職員研修に積極的に参加できたという教職員は
83.3％である。中間期よりも30ポイント上昇した。これは、
夏季休業や冬季休業中に教職員が研修できる時間や機
会が多かったためと思われる。また、秋には各教科の研
究大会が県内各地で開催され、校内の教科担当者が代
表として出席することも多かった。
・全体研修として英語及び外国語の研修を夏季休業中に
行い、ALTに任せた学習ではなく、学級担任自らがT1とし
て指導する学習をどの担任もできるようになることを目指
した。これを機に2学期以降は担任が英語（外国語）学習
をすることも多くなった。
・『としょっクス』による読み聞かせは45回、学校図書館司
書による読み聞かせは2月末で200回を越え、概ね目標
を達成した。4月初めから2月12日までの図書室の本貸出
冊数は、1学年4213冊、2学年2594冊、3学年3391冊、4
学年3770冊学年2490冊、6学年1290冊で、合計17748冊
である。教職員は92.6％が、子どもの本への関心を高め
て図書室の貸出冊数を伸ばすことができたと回答した。し
かしながら、同じ学年でも貸出冊数に大きな差がある学
年がある。

・研修での教職員の学びは、授業を楽しくすること
が分かった。教職員が指導法等を学ぶ機会を多く
持ちたいが、現実的には出張すると自習体制をと
らなくてはならないため、他の教職員にも負担をか
け、また、自学級の学習の進度も遅れてしまう。
よって、長期休業中の研修を積極的に受けること
が大切だと思われるが、それ以外に、公開授業等
の校内研修を充実させることも考えなければなら
ない。

・研修の成果が教職員の、そして子どもの学習意欲の向
上につながるようにすることが大切である。
・平日の出張を伴う研修は、自習体制をとらなければな
らない点で制約があるので、サークル活動的に持続して
校内で行うことが大切ではないか。

・朝の読書タイムの選書はどうしているのか、どん
なジャンルの本を好んで読むのか等、子ども一人
一人の読書の実態を担任が把握し、的確なアドバ
イスができることも子どもの読書活動の推進にな
る。
・毎月第3日曜日は「家庭教育・家庭の日」である
が、児童にも保護者にもこの日に家庭で読書を推
奨する試みも検討してはどうだろうか。

・子どもの読書時間を伸ばすには、保護者も読書することが
大切であろう。保護者も日々忙しいと思うが、スマホから離れ
て、親が本を読む姿を子どもに見せたり、子どもと一緒の本を
読んで、その内容について話をしたりしてはどうか。毎月第3
日曜の家庭教育・家庭の日を活用したり、親子読書週間を設
定したりして、学校が親子読書を働きかけてはどうか。

・「してもいいこととやってはいけないことの判断ができ、
特に廊下歩行の決まりを守れる子どもを育てる（規範意
識の向上）」という目標に関して、「できた」「おおむねでき
た」と答えた教職員は83.9％だった。
・廊下は走らず右側を通行するというきまりについては、
子どもたちは、愛言葉やスローガンを口にしながら日々
の学校生活を送っていた。しかしながら、大人から注意を
受けた時の言葉遣いや態度、チャイムを守る意識につい
てはまだまだ未熟である。

・決まりの順守は自分一人でいるときも友達と一緒
にいるときも同じでなければならない。友達と一緒
になると善悪の判断がブレてしまうことについて、
継続して指導を行わなければならない。
・規範意識や人権感覚は毎日の生活の中で養わ
れる。どの教職員であっても同じ意識をもって厳し
く指導し、見逃したり甘く判断したりすることがない
よう、共通理解を図りながら指導を進めなければ
ならない。

・給食終了時、教職員が廊下に立って、子どもの廊下歩
行を見守っている姿を見かける。このことは「良い廊下歩
行」の習慣づけに非常に有効に働いているのではと感じ
ている。

・「不登校等の生徒指導上の問題を特別支援教育担当 ・引き続き児童の生活背景や家庭環境をとらえな
者や通級指導担当者とも協議し、未然防止や早期発見 がら、不登校等生徒指導上の問題解決に向けて
に努める（不登校等生徒指導上の問題への組織的対
全職員で取り組む。
応）」については93.3％の教員が「できた」「おおむねでき
た」と回答した。
・10月から1月までの4か月間でケース会議は19回行い、
いじめアンケートについては毎学期実施している。教師同
士や学校と関係機関との連携で、保健室登校だった児童
が学級で学習できるようになった例もあり、組織的対応は
積極的にできたと考えている。

・不登校にさせないためには、その予兆を察知した学校
ができるだけ早く対応しなければならない。頭が痛い、お
腹が痛いと訴える子どもの姿に対し、校長を始めとして
学校が早く対応することが必要である。
・虐待については民生委員が見回りをしているが、その
報告で、どの機関がどのように動いているのかを情報共
有できるようなシステム作りが必要である。

・体育の授業研究で培った知識やスキルを活かし、自信
をもって体育授業を行えるようになった（体育授業の充
実）と回答した教職員は87.5％であり、中間期よりも6ポイ
ント上昇した。児童アンケートでも88.2％の児童が体育授
業に満足しており、教職員と児童の結果に乖離はほぼな
い。本年度の研究主題である「なかまとともに楽しみなが
ら運動する子どもの育成」は、体育授業に絞った取組
だったが、おおむね達成したと言える。

・2年間行ってきた体育科の教科研修は本年度で ・体力向上コーディネーターが定期的に訪問し、体育授
終了する。2年間で得た指導の知識や技術を活か 業についてのアドバイスを受けられたことは、非常にあり
し、来年度からは担任がそれぞれ体育科教材研 がたいことであった。
究に取り組まなければならない。一人で教材を製
作したり、ワークシートを製作したりするのではな
く、学年で話し合いながら授業を進めていくことも
必要である。

・児童の様子やアンケート、学力テスト等の分析と考察を
行い、丁寧な自己評価からの学校改善を目指したという
教職員は80.8％で、中間期から26ポイント上昇した。調査
やアンケートの分析結果は、学級経営や学校運営、そし
て毎日の授業に活かすことが概ねできたと思われる。

・学年単位で授業を見せ合ったり、市や県の研究
大会に参加した教員が伝達講習をしたりして、本
校の課題である規範意識の向上や書く力の向上
を目指すことも必要ではないかと考える。また、分
析も学年や教科担当者が細部について見ることも
必要である。

ことが課題である。

⑦

・児童アンケートや学力テスト、中間期の自己評価の
指導の成果と課題の継続
分析と考察を夏休み中に行った。2学期の指導に活
的な検証・改善システムを
かすためである。結果については職員会議等で発表
構築するため、学力等の
し、教職員全員が4月からの取組の成果と課題を共
テストや児童・保護者アン
有した。
B
ケートを分析し、学校評価
・児童アンケート、学力テスト、中間期自己評価は学
に活かす。
校だよりやホームページに掲載しているが、地域や
保護者の声を聞き逃すことなく真摯に向き合い、改
善を目指すことを明らかにすることができた。

・「学校は教育方針や教育活動を分かり易く伝え、家庭
と協力を図ろうとしていたか」という質問に87.7％の保
護者が「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答えて
いる。学校便りは15号発行し、どの学年も学年だよりで
児童の様子を伝えたこと、学力テストや児童アンケー
ト、保護者アンケートの結果をホームページで公表し、
また、学校評議員や育友会本部役員代表とともにそれ
を検証したことが、この結果に結びついたと思われる。

B

・「学校が楽しい」と思っている児童が中間期の89.1％か
ら85.5％に低下しているにもかかわらず、教職員は中間
期に比べて学校評価からの改善が進んでいると回答し
ている。よって、教職員は子どもの心をもっと丁寧に見て
いかなければならない。学校生活を子どもが「楽しい」と
感じるのは、教職員に自分のことを認めてもらえたと感じ
たり、褒められたりしたときである。担任等が子どもの良
さを伸ばす声かけをしてほしい。

