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昨年度 分析 評価項目 昨年度 分析 評価項目 昨年度 分析 評価項目 昨年度 評定 意見・提言等

6 0.9 C 2.3
コロナ禍のため、道徳科の授業を保護者に参観しても
らうことができず、道徳科の授業の様子をホームペー
ジで公開するにとどまった。

学校や先生は、道徳の授業内容について積
極的に発信している

2.1 B

道徳の授業参観は実施できなかったが、授
業の様子をホームページ上で公開すること
ができた。

8 2.3 B 2.1 なわとびに自主的に取り組んでいる児童が増えてきている。

9 2.2 B 2.2

一輪車を修理・整備したことで、休み時間に多くの児
童が一輪車を乗り回せるようになってきている。休み
時間になると体育館も運動場も多くの児童が体を動か
す姿が見られた。

子どもは、運動が好きである 2.4 B
「体育の授業が好き」と「運動が好き」がリン
クしている。

わたしは、学校の勉強以外でも体を動かす
ことが好きである

2.6 A

「体を動かすことが好き」と「体育の勉強が好
き」がリンクしている。

11 2 B 2.1

昨年度の反省から、ＯＪＴ研修を充実させるため、担当教員を
中心に４月から計画的に進めることができた。

学校は、子どもの学習や生活の様子を、分
かりやすく正しく評価している。

2.3 B 2.2

個別懇談会での児童の評価を伝える際に、日々の記
録や客観的なデータを元に、できるだけ具体的に伝
え、課題については学校としてどのように支援をして
いくのか、家庭にどのような支援を求めるのか丁寧に
説明する姿勢が必要。

12 2 B 2.2

昨年度から推進している勤務時間を意識した取組は、今年度
ほとんどの教員にほぼ定着した。教職員の中に、時間内に仕
事を終えるということ、できるだけ早く退勤することを心がける
雰囲気が醸成されてきている。

学校は気軽に訪問しやすい雰囲気がある。 2.4 B 2.1

教職員は明るく親しみやすい。 2.2 B 2.2

保護者（PTA）は学校と協力して子育てに取
り組んでいる。

2.2 B 1.8

学校は教育目標や目指す子ども像を地域に
伝えている。

2.6 A 2.6

学校は地域の人々と協力して教育活動を進
めている

2.5 A 2.8

学校は通信等で日々の教育活動や内容を
分かりやすく伝えている。

2.4 B 2.3

学校だより・学年だよりでは、学校の概要を伝
え、学校ＨＰの掲示板等では、子ども達の日々
の様子を積極的に保護者・地域に情報提供す
ることが大切である。

学校は子どもの様子や教育活動をわかりや
すく伝えている。

2.6 A 2.5

16 1.2 C 2.1
コロナ禍のため、音楽会、運動会、１年生との交流や
新一年生の体験入学等が中止となり、ほとんど交流
ができなかった。

17 2.3 B 2.3
道徳科を柱とした小中合同研修会を実施するこ
とができた。小中９年間を見通したカリキュラム
作りの礎ができた。

18 1.3 C 1.7
スタートカリキュラムは作成したが、新一年生入学後
すぐに休校になったため、スタートカリキュラムは実施
できていない。

先生は、子どものよさや努力したことを認め
ようと心がけている。

2.5 A 2.5
先生はみんなのよいところやがんばったこと
を褒めてくれる。

2.7 A 2.7 児童の長所を認め、更に児童のやる気を引き出すこと
を大切にする。

先生は、子どもの心配や悩みを理解し、誠
実に対応している

2.4 B 2.3 先生は相談しやすい。 2.5 A 2.6
児童が普段から担任に相談しやすい雰囲気の醸成に
努めるとともに、「生活アンケート」の取組等を手がか
りに教師からも声をかける。

わたしには、友だちがたくさんいる。 2.8 A 2.7
孤立する児童がいないか、担任だけでなく教職員や地
域の方々等全体で見守る体制を継続するとともに、定
期的に一緒に遊ぶことも大切である。

わたしは、進んであいさつをすることができ
る。

2.5 A 2.6
指導を継続するとともに、教員自らが地域や保護者に
積極的にあいさつする姿勢を児童に見せることで習慣
化させていきたい。

子どもたちは気持ちのよいあいさつや正しい
言葉づかいができる。

1.9 B 1.7

子どもたちは地域の行事に積極的に参加し
ている

1.6 B 2.1

22 2.2 B 2.1 作成はできている。指導計画をツールとして利用し、
更なる連携につないでいく必要がある。

23 2.1 B 2.3

・支援の必要な児童に対して、担任だけでなく、特別
支援コーディネータ、養護教諭等学校全体で組織的
に関わることができたが、保護者の協力が得られにく
いケースもあり、専門家の助言を受けながら、効果的
な支援を模索する必要がある。

24 2.2 B 2.2
教育相談センター・子ども家庭相談センター・子ども発達相談
センター・少年センター等、児童や保護者の実態に応じた機
関との連携を今後も進めていく必要がある。

25 2.6 2.6

※ 2.56 2.62

※ 2.38 2.32

２０２０年度　学校教育評価表　（伊香立小学校）

項　　　目

教職員により自己評価
（ ３：よくできた　　２：できた　　１：あまりできなかった　　０：まったくできなかった ）

保護者によるアンケート
（３そうである・２どちらかといえばそうである

・１どちらかといえばそうでない・０そうでない）

児童アンケート
（３そうである・２どちらかといえばそうである

・１どちらかといえばそうでない・０そうでない）

主体的･対話
的で深い学

び

1
 支持的風土を育てる学級・学年集団づくり
の実践

2.2 B 2.3
子どもは、学校に行くのが楽しいと言ってい
る

2.5 A 2.4
昨年度とほぼ同じ評価。
居心地の良い学級作り、一人ひとりに活躍の場があ
る教育課程の工夫が必要。

学校協力者評価
（３そうである・２どちらかといえばそうである

・１どちらかといえばそうでない・０そうでない）

評価委員会
(３・２・１・０）

評　価　の　観　点 評定 評定 評定 評定

2.6 A 2.3

2

・４月からの臨時休校等により、通常の授業形態による学習が困難
になったため、コロナ禍の中での学習の進め方について模索した。
・伊香立小学校で大切にしていた、ペアやグループを取り入れた「学
び合い」ができなかった。
・来年度以降もしばらく今年度同様コロナ禍での授業が継続される
ことが予想されるので、今年度の反省を踏まえて授業改善に取り組
む必要がある。

2
 協同する体験・伝え合う喜び・コミュニケー
ション能力の育成を図る授業の工夫改善

1.9 B 2.2

わたしは学校に行くのが楽しい。 2.5 A 2.6
少人数のよさである、一人ひとりが主役になれる学級
づくり・授業づくりに今後も努める。 子どもが元気に仲良く学校へ通う姿が見ら

れる

一人ひとりの考えを大切にする「聴くこと」を重視し、安
心して自分の思いを伝えることができる学級づくり、授
業作りを継続していく必要がある。

3
 主体的・対話的で深い学びを追究する授業
研究や研修会

1.9 B 2.3

「学び合い」の校内研究から、動画を取り入れ、家庭
学習と連携した授業研究をスタートさせたが、担任に
よる動画作成の負担が大きいことや家庭学習の中
で、動画を見る環境が定着していないこともあり、学び
に深まりがあったとはいえない。

わたしは勉強していることがよくわかってい
る

2.4 B 2.6

基礎学力に課題のある子が多いため、引き続き、基
礎学力の定着に組織的に対応する必要がある。「わ
からない」を大切にし、子ども達同士の思考の交流か
ら「わかった」が生まれる授業の展開が求められる。

コロナ禍において、ペア・グループを取り入れた「学び
合い」に取り組むことができなかった。

子どもは、授業（体育以外）が楽しく分かりや
すいと言っている

2.3 B 2.2

コロナ禍のため、子ども同士で学び合う協同的
な学習は制限されるが、「楽しい授業」「わかっ
た、できた」が実感できる授業づくり、そして児童
自らが見通しを持って主体的に学ぶ授業改善が
必要。

　道徳教育
の充実

4
 生命を尊重する心やいじめを許さない態度
などの道徳的実践力を 育てる活動の実施

2.7 A 2.3

5
道徳科の授業・評価に関する研究や資料の
開発・整備・交流

2.1 B

保護者等への道徳科の授業公開

2

・道徳から、「特別の教科　道徳」に変わり、様々な価値観を確認す
る授業ではなく、既に子ども達に存在する価値観を授業の中で交流
し、自分事として捉え、個々の児童が改めて道徳性を養う授業にし
ようと、教師が意識して実践をしている。
・コロナ禍のため、予定していた保護者や地域の皆様への公開授業
ができなかった。
・児童のアンケート評価の「学校の決まりを守っている」という評価
は、比較的高いが、地域の方への自分からのあいさつや静かな廊
下歩行等学校の決まりを子ども達がしっかりと意識し、実践している
とは言えない。
・休み時間、高学年の児童と低学年児童が一緒になってサッカーや
一輪車等で仲良く遊んでいる姿が見られる。

わたしは、困っている人や小さい人に親切
にしている

2.5 A 2.6

登下校や休み時間等自分より下の学年の児童に対し
て、困っている姿をそのままにしないで、声をかけた
り、周りにいる教師に声をかける等優しく対応できる児
童が多い。

わたしは、学校のきまりを守っている 2.4 B 2.5

あいさつする、廊下を歩く、時間を守って行動する等
当たり前のことが当たり前にできるように、指導・支援
していくとともに、児童自らが決まりを守ろうとする風
土を委員会等の活動を通して構築する必要がある。

日頃の道徳科の授業を担任が大切にしてい
る結果であると考える。

2.3
コロナ禍の中で、体育の授業内容にも制限があり、授業の工
夫・改善は困難である。 子どもは、体育の授業が好きである 2.4 B

「ぽかぽか集会」は、今年度コロナ禍のため、一つの
教室に全校が集まることができず、大切にしてきた「聴
く姿勢」「児童による主体的な活動」等は取り組むこと
はできなかったが、教員と児童が協力して事前に動画
を撮影し、テレビ放送を使って、全校で視聴する新た
な取り組みを進めることができた。

子どもは、学校生活を通して人に優しく、相
手を思いやる気持ちが育っている。

2.3 B

道徳教育の推進、児童主体の「ぽかぽ
か集会」の充実等による道徳性の育成
を全教職員の共通理解のもと、一枚岩
になって推進する。

わたしは、道徳の勉強は大切だと思う 2.6 A1.7

中学校と「自律」をテーマに互いに公開授業を実施で
きた。外部から講師を招き、道徳科の授業をするうえ
で、大切にすることを研修することができた。

指導改善（組
織的・計画

的）

10
 学力向上を目指した指導体制・指導方法の
工夫改善

2.2 B 2.3

2

・児童アンケートの「体育の勉強が好き」「体を動かすことがすき」の評価が高いこ

に今年度は、体育の授業における運動制限があり、創意工夫をこらした授業実
践をすることが困難であった。
・コロナ禍ではあったが、一人一人が目当てを持って取り組める「なわとび運動」
は、学校のホームページ等とリンクさせ、保護者を巻き込みながら夏休み中も含
めて低学年を中心に実践を積み重ねることができ、成果を上げることができた。

「体育の授業が好き」と「運動が好き」がリン
クしている。 わたしは、体育の勉強が好きである 2.5 A

「体を動かすことが好き」と「体育の勉強が好
き」がリンクしている。 子どもは元気に体を動かして遊んでいる。 2.3 B 2.2

  体力づくり

7  たくましい心と体を育てる魅力ある授業の
工夫改善

2.1 B

 体力づくりを推進する運動実践

2.5 A 2.5

2

・７月と２月に算数科において、学力定着テストを全校で実施し、学
力に課題のある部分を補充する授業を行った。また、全体指導では
支援の難しい児童を取り出し、１週間に１時間、学習ボランティアを
投入し、個に応じた学力の補充を行った。
・コロナ禍のため、家庭科の調理実習や音楽科のリコーダーおよび
鍵盤ハーモニカ演奏指導、歌唱指導等は、学校では指導することが
できないため、担任教師が児童の実態を踏まえ、保護者の協力の
下、家庭で練習できる、実習できる動画を作成することができた。
・授業改善研修を行うために、外部講師（体育科・算数科・道徳科）
を招き、コロナ禍ではあるが、授業の改善つながる研修を積み上げ
ることができた。
・授業以外にも個別の指導計画の作成についての研修や不祥事防
止研修、メンタルヘルス研修等多岐な分野で研修を実施できた。

 教職員の指導力及び組織的な教育力の向
上

 働き方改革の取組と教育活動の質の改善

先生は勉強をわかりやすく教えてくれる。 2.7 A 2.7

担任一人ひとりが、子どもが「わかった。できた。」と実
感できる授業を心がけているとともに、児童の「わから
ない」を何とかしようと努めている。

教職員は子どもたちの教育に真摯に取り組
んでいる。

算数を中心とした基礎学力の底上げをめざして、フリー教員
や管理職はもちろん、学習ボランティアや学生等を総動員し、
少人数指導や放課後指導など児童の学習支援を行ったが、
十分な基礎学力底上げには至っていない。

先生は、学力の定着のためにきめ細かな指
導をしている。

2.3 B 2.3

少人数指導や放課後学力補充の取組は、年度ごとに
効果の検証を行い、実施方法に改善を加えながら進
める必要がある。

 体を動かす気持ちよさを体験させ、進んで
体を動かそうとする意欲の育成

教員からの地域の方・保護者へのあいさつ
や電話対応等、保護者や地域の方が気軽
に相談・訪問ができる雰囲気作りに努める。

育ちと学びを支える連携

①

家
庭・
地域
との
連
携

13  保護者の子育てに対する積極的な支援 2.0 B 2.2

14
 保護者・地域との交流や情報発信、参観、
懇談会、研修会の実施、地域人材の活用

2.0 B 2.5

コロナ禍のため地域とつながる行事、保護者と
つながる参観等が中止になり、十分な情報交流
ができなかった。学校のホームページやメール
による一方通行の情報発信が中心となった。

学校は、教育目標やめざす子ども像を分か
りやすく伝えている。

2.3 B

2.0

コロナ感染症感染防止対策について、学校通信やメール配信
等を活用し、学校における教育活動をどのように安心・安全に
進めていくか、繰り返し発信することができた。消防署と連携
し、実効性のある防災訓練を実施することができた。

2.2
学校だより・学年だより・学校ＨＰ等を通して、保護者・
地域に情報提供する際には、教育目標や目指す子ど
も像と関連づけて情報提供するよう工夫する。

保護者との連携は、必要に応じて取り組めている。ＰＴＡ活動
との連携を視野に入れながら、相談・啓発活動を進めていく。

学校は、気軽に相談したり訪問したりできる
雰囲気がある。

2.2 B 2.1

2

・コロナ禍で４月からの休校および校種間交流がすべて中止となっ
たため、スタートカリキュラムおよび校種間交流については、評価を
除外しています。
・伊香立学区４校園の校長が定期的に集まり、情報交換をすること
ができた。

校種間の授業公開や合同研修会

保幼小の接続期の教育課程の編成等校種
間のカリキュラム研究

・コロナ禍のため、学級参観・学級懇談会・PTA総会等保護者や地
域が意見交流できる機会が制限され、中止や縮小を余儀なくされ
た。
・毎週水曜日の昼休み、地域の方々による「見守り隊」の活動を継
続することにより、コロナ禍の中、生の児童の姿を見ていただくこと
が少ない中で、児童の安全確保のお手伝いをしていただくとともに、
教師と児童が運動場等で遊ぶ様子をしっかりと見ていただくことが
できた。
・学校ホームページにおける掲示板やメール配信、学校通信等多様
なコンテンツを活用して、こまめに学校の情報を発信したことで、保
護者や地域の方々に学校の様子を詳しく知っていただけた。
・保護者や地域から見た学校は、情報をこまめに発信することで、
学校への不安は少なくなってきてはいるが、まだまだ子育てや児童
の人間関係等について相談しやすい雰囲気が醸成されていない評
価を受けているので、学校組織として相談担当を明確にし、常に保
護者や地域にわかりやすく門戸を開き、相談等話しやすい雰囲気を
学校全体で様々な機会にアピールする必要がある。

2

組織的体制の充実

・学校は環境整備や環境美化に努めている
・学校は防災教育や感染症対策の推進に努
め、安心・安全な学校作りに取り組んでい
る。

2.6 A 2.1

②

 保幼
小中
の
 連
携

 子どもの校種間交流や教員の出前授業

15
 防災教育の推進、感染症対策の推進等、
安心・安全な学校づくり

2.3 B

子ども支援コーディネーター担当教員を中心に、日々
発生する児童間トラブルを組織的に推進することがで
きた。 先生は、いじめや仲間はずれを許さない姿

勢で指導している。
2.5 A

①

生徒
指導
体制
の
充
実

19
 いじめや暴力行為、不登校等生徒指導上
の諸課題の早期発見、日常的な予防指導
※

2.1

1.8

・単級のため、職員数が少なく、生徒指導主任も担任が兼務してる
ため、学校全体の子供の様子に目を配ることが難しい。そのため、
生徒指導の組織体制に弱さがある。
・生徒指導に関する児童の評価は高い。これは、子ども同士のトラ
ブルについては、その日のうちに、担任はもちろん学年がまたぐ場
合は子ども支援コーディネータ等が詳細な聞き取りを行い、子ども
同士の言い分を合わせたうえで、トラブルの原因となった部分につ
いて子ども同士が納得するよう指導をすることを大切にした。また、
児童が帰宅するまでに、担任から該当児童の保護者に事情を説明
するように心がけたことの積み重ねであると考える。
・教室内の休み時間や給食時間等で発生した個別の生徒指導事案
については、担任裁量により対応され、生徒指導主任や子ども支援
コーディネータまで報告されないことがあり、その解決方法を誤ると
保護者不振や学校不信につながることも懸念されるため、どのよう
な小さい事案であっても管理職まで生徒指導事案が報告されるよう
「KIZUNAカード」を書いて報告することが定着しつつある。

20
 生徒指導・教育相談体制の確立と組織的な
推進　※

1.8 B 2.4

時間を守る、廊下を走らない等の生徒指導に関して、
生徒指導部としての機能が弱く、児童への指導体制
の強化が必要。ＫＩＺＵＮＡカードは、少しずつ定着して
きている。

児童が認めてほしいときにすかさずほめる。児
童の表情や行動から小さな変化を推察し、児童
に寄り添い対応することをこれからも心がける。

21 家庭・地域・関係機関との連携による指導

児童の思いを共感して受け止めつつ、間違った行為を
許さない毅然とした態度を今後も児童に示す必要が
ある。

2

2.5
児童からの訴え、保護者からの訴えに真摯に向き合
い、子ども支援コーディネータを中心に組織的に丁寧
に対応している。

先生は、みんなのいけないところや間違った
ことを叱ってくれる。

2.6 A 2.7B 2.3

コロナ禍のため、ＰＴＡ活動も制限され、
保護者と子どもの育成に関する協議を
十分にできなかった。

②

特別
支援
教育
の
充
実

 個別の教育支援計画及び個別の指導計画
の作成と活用

2

B 2.1

・学校運営協議会からの「スマホ・ゲームのルール」の
提言など、学校・地域・家庭で子どもの育成の連携を
図ってきた。しかし、コロナ禍のため、交流が制限さ
れ、十分な情報交流ができなかった。

学校は、保護者と連携・協力して子どもを育
成しようとしている

2.3 B

　児童生徒アンケートのすべての評価の平均値（３点満点、小数
第2位まで記入）

　保護者アンケートのすべての評価の平均値（３点満点、小数第2
位まで記入）

・特別支援理解教育を見直し、特別支援教育に関する児童や学級
担任の理解を深めるための取り組みの推進が必要。
・定期的に「子どもを語る会」を通して、各学年の児童の様子を語り
合い、情報交流をすることで、学級担任一人が指導の悩みを抱え込
むことなく、支援の必要な児童に対する指導法を助言することがで
きた。

 組織的・計画的な特別支援教育体制の確
立

 関係機関と連携した相談体制の充実

※　特にいじめについては、学校基本方針の評価と関連させて行うこと

学校満足度 　児童生徒の学校満足度


