
項目別 中項目 項目別 中項目

1 1.8 2.14

2 1.9 2.00

3 2.1 2.33

4 1.7 2.14

5 1.7 2.10

6 2.2 2.24

7 1.8 1.90

8 2.1 1.86

9 1.9 1.95

10 2 2.05

11 1.9 1.95

12 1.8 2.00

13 1.9 1.95

14 1.9 2.14

15 1.9 2.10

16 1.8 2.00

17 1.7 1.95

18 1.7 1.86

19 1.6 2.33

20 2.1 2.33

21 1.6 1.67

22 1.9 2.38

23 1.7 2.24

24 1.9 2.19

25 1.9 2.05 ・児童の平均値が2.45、保護者の平均値が2.48と、教員の2.05を大きく上回る結果となった。この結果
に甘えることなく、さらに満足度を高めていきたい。 2.67

26 2 3.00
・朝読書は児童や教職員に定着している。
・平均3.00の結果は、朝読書を中心とした読書活動に対する教員の意識の高さの表れである。打出中
ブロックで共通した取組を今後も続け、充実させていきたい。 3.00

27 1.9 2.33 ・エコスクール12年連続認定を目指している。
・今後も体験活動を重視した環境学習を充実させ、様々な取組を展開していきたい。 3.00

※ 2.45

※ 2.26

平成27年度 学校評価書
大津市立逢坂小学校

昨年度 今年度
現 況 ご意見・提言等

中項目の
評価

児童生徒アンケートのすべての評価の平均値

指導改善
（組織的・計画的）

②
特別支援教育

の充実

児童生徒の学校満足度学校満足度

子どもの校種間交流や教員の出前授業

６つの約束の徹底（家庭・地域・関係機関との連携に
よる指導）

保幼小中の
連携

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 ※

①

②

生徒指導体制
の充実 2.58

校種間の合同研修会 1.73

・問題行動等の発生から、解決に向けた具対策の検討、実施まで、組織的に対応することができた。
「報告・連絡・相談」が十分機能するように、今後も全教員の危機意識を喚起し、徹底していきたい。
・児童支援委員会、職員打合せ後のいじめ対策委員会を定期的に開催し、情報を交換することができ
た。

たくましい心と体を育てる魅力ある授業の工夫改善

個別指導計画の作成と活用

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

2.58

校種間の授業公開、カリキュラム研究

組織的・計画的な特別支援教育体制の確立

保護者の子育てに対する積極的な支援

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

防災教育の推進と安心・安全な学校づくり

生徒指導・教育相談体制の確立と組織的な推進 ※

2.17体力づくりを推進する運動実践

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

2.25

家庭・地域と
の

連携

支持的風土を育てる学級・学年集団づくりの実践

学び合い
（協同的な学び）

学び合いを追究する授業研究や研修会

道徳の授業研究や資料の開発・整備・交流

2.67

保護者アンケートのすべての評価の平均値

2.58

2.33

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

体力づくり

学力向上を目指した指導体制・指導方法の工夫改善

教職員の指導力及び３公・３現の２原則に立った組織
的な教育力の向上

ICT活用による校務の効率化と教育活動の質の改善

①

関係機関と連携した相談体制の充実

2.75

評価の基準 （ 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 ）

評 価 の 観 点項 目

自 己 評 価 （ 教 職 員 に よ る 評 価 と 平 均 値 ） ( ３ ・ ２ ・ １ ・ ０ )

保護者等への道徳の授業公開

2.16

2.16

・「ほめほめシャワー」などの学級・学年の取組を通して、思いやりや自尊感情を高めるよう努めてき
た。全校的には、イエローリボン、いじめま宣言等の取組は定着しているので、さらに意識を高めてい
きたい。
・全校で道徳参観を実施し、「命の大切さ」を扱う授業を公開した。保護者に手紙を書いていただくなど
して、共に命について考える機会となった。今後も継続させていきたい。道徳教育推進教師が発行す
る道徳通信で家庭にも啓発することができた。
・教科化に向けて年間指導計画の作成、教材・資料の整理等一層の充実を進めていく。
・人権週間の取組だけでなく、日頃からの人権尊重を意識した授業づくりが必要である。

読書活動

体験活動

朝読書等の読書活動の積極的な取組

環境教育等体験活動の積極的な取組

1.93

1.87

1.93

1.90

1.90

道徳教育の充実

1.90

2.00

2.06

1.94

・月に2度の学校だよりとホームページ、支所での掲示により、積極的に情報を発信することができた。
ホームページの新着情報の更新も認知されつつある。
・ブックママによる読み聞かせなど、保護者、地域、関係機関との緊密な連携を今後も続けていきた
い。
・愛（総合的な学習の時間）で地域をはじめ多くのゲストティーチャーにお話を聞く取組を継続して実
施した。
・昨年度から「緊急地震速報」を利用した避難訓練、今年度より「不審者対応」の避難訓練に取り組ん
でいる。

・5・5交流、出前授業、生活科での1年生との交流を継続して実施している。
・夏季休業中に幼稚園との合同研修会を実施した。また、幼稚園の作品展の見学などを通して、研修
を深めることができた。
・打出ブロックで保幼小中連携担当による会議を実施している。各校園間で授業・保育研究の交流も
図っているが、なかなか参加できないのが現状である。

・授業での体力向上の取組として、準備運動に「鬼ごっこ」を取り入れることを共通理解・共通実践でき
た。
・体育科の研究会が本校で実施され、多くの教員が参加することにより、授業実践に生かすことができ
た。
・体育の授業づくりに関する資料の充実と活用に力を入れている。
・なわとびオリンピックなど体つくり委員会の取組が全校に定着している。
・運動場の遊具や備品の整備等、環境整備が大きな課題となっている。
・週末および長期休業時の「体育の宿題」による運動習慣の定着を図っている。

・全国学力学習状況調査の結果を受けて、「書く力」の育成等、全教員で取り組むべき課題について
共通理解した。今後も共通実践に努めていく。
・校内研究とは別に、若手教員対象のパワーアップ授業研修会が指導力向上に繋がっている。自主
的な授業公開など指導力向上に向けた取組が望まれる。
・算数科の復習タイムを設け、継続的に取り組んだことが、基礎基本の定着につながっている。
・国語科、算数科のデジタル教科書が整備され、ICT活用の機会が増えている。

・個別の指導計画を保護者と共に作成、見直しをしている。作成に当たっては、担任は勿論コーディ
ネーターが積極的に関わっている。さらによりよい支援ができるよう努めていきたい。
・日頃から支援を必要とする児童に関する相談や悩みを共有できている。
・発達相談センター等関係機関と連携し、アドバイスを受けて、指導に役立てている。
・2人配置されている特別支援教育支援員が児童のニーズに応じた支援をしている。児童が安心して
学校生活を送ることができている。

1.77

1.83

2.11

学校関係者評価(３・２・１・０)

今後の改善に向けて

・静かに授業を受けている児童が多く見られた。
・集団の力が多面的に成長していく上で重要で、そのために学校教育に意義がある。その
ことを常に意識して普段の授業にあたっている。
・「めあて」の与え方と子どもの課題をどうつなげるかが大切である。
・机を合わせグループになって学習している様子を見ると、仲間意識やグループ、クラス内
での自分の存在感を感じることが出来るだろうと思う。

・児童、保護者の関心が高いので、更なる充実を望んでいる。
・子どもや家庭の格差に注意を払っていって欲しい。
・クラスの中で順番に褒める「ほめほめシャワー」の取組は素晴らしい。
・学校教育だけで育っていくものではなく、家庭・地域ぐるみで考えていかなくてはならない
ことで、その中心としてもこれからも啓発していって欲しい。
・展開の方法が今後の課題である。
・取組が定着することにより、逢坂学区全体の雰囲気がさらによくなり、年齢問わず同じ意
識を持って生活できるのではないか。

2.27

・校内研究で協同的な学びをテーマに掲げて4年目を迎えている。研究授業及びその後の授業研究会
を受けて、指導者が協同的な学びを普段の授業に取り入れている。
・行事や学年の取組はもちろんだが、普段の授業を通して、さらに支持的風土に満ちた集団に高めて
いく意識が必要である。また、特別活動（学級活動）を活性化させ、自治力も高めていく必要がある。

・グランド整備により更に児童の体力向上を期待する。
・指導者の指導力も重要である。
・なわとびなどを全校で取り組んでいることへの評価はもっと高くてよい。
・全国的に体力低下が叫ばれているので、積極的な取組を進めて欲しい。
・遊びの中で体力づくりを進めているのはよい。
・意識的に取り組まれ工夫されている。学校遊具の充実を早くお願いしたい。

・ゲームを楽しむ児童が多い中、書く力の指導は難しい。
・書く力は大事だと思う。
・10の項目はA「学び合い（協同的な学び）」に通じると思う。
・学年により宿題の量などにバラツキを感じることもある。

・地域各種団体とのより深い連携と協力体制に努めるよう願っている。
・生活困窮家庭、児童への支援を地域でどうするか考える必要がある。
・インターネットを利用した取組が増えてくると考えられる。（インタラクティブは仕組みを使う
など）
・学校だよりなど町内で回覧されており、町内の掲示板でも見かける。
・学校の様子が地域へも知らされ、より身近に感じ見守り意識も高まる。
・ホームページの更新により学校の様子がよく分かる。

・保幼小中の連携は今後も必要で、良い効果が期待できると思われる。
・上級生、下級生との交わりがスムーズだと感じている。
・５・５交流など、たてのつながりがあり、体験が豊かになる。
・交流の持ち方を工夫されている。
・職員も他校園の姿を知ると連携が深まると思う。

・問題意識を常に持っているのは良いことである。教員自身の過去の経験も参考にしてい
けば良い。
・各教室を参観していてもいじめに対する取組をされていることがよく分かった。
・常に危機意識を持って対応されている。

・心の障害へのきめ細かな指導をお願いしたい。大人になって困っておられる方が多い。
・個々の子どもによりニーズが様々なので、目立たないところにも気を配り、一人一人が生
き生きと学べるとなるようにしていきたい。
・保護者支援についても積極的に発信して欲しい。

・「学び合い（協同的な学び）」を通した授業研究を
さらに進め、日常化していく。わからないことを「わ
からない」と言える、そして、その声に応える支持
的風土に満ちた関係の構築と共に、学力向上を
目指して行きたい。

・道徳的実践力を高めるために、今後も日々の取
組の充実を図っていく。そのため、「道徳の時間」
の充実とともに、児童会をはじめとした児童主体
の取組の活性化を図っていく。また、学校の取組
を積極的に発信し、家庭・地域に向けて啓発して
いく。

・体育科の授業改善を柱として、今後も体力向上
の取組を充実させると共に、家庭との連携を強化
していく。また、児童主体の取組を継続して実施す
る。

・全国学力学習状況調査の結果を踏まえ、全ての
学年でそれぞれの発達段階や実態に沿った取組
を計画的・継続的に展開していく。その取組の情
報を共有し、更に工夫した取組を推進するようにし
ていく。

・教育活動や学校からの情報をこれまでどおり積
極的に発信ししていく。
・授業参観や懇談会の持ち方を工夫していく。

・これまでの保幼小中のつなぎを意識した取組を
継続して展開する。
・教員間の交流も更に活性化させていく。

・個別の指導計画を生かした支援を行い、効果的
な支援体制を推進していく。
・保幼小中との連携、関係機関との連携を重視
し、一貫した支援に努める。

・教員自身が自信を持って教育活動に当たる。

・豊かな感性を育み、学力向上の基盤となる読書
活動を今後も継続していく。

・本物に触れる直接体験を重視した活動を取り入
れながら、本校の特色ある教育活動である環境教
育を更に充実・発展させる。

育
ち
と
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を
支
え
る
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携
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織
的
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制
の
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実

・児童、保護者の評価が高いのは良いことである。
・教員に比べ児童、保護者が高いので、自信を持って指導すべきである。
・児童は生き生きと通学しており、満足度は高いと感じられる。

・教員評価が高い。今後も継続して欲しい。
・低学年から習慣づけされることは素晴らしい。続けて欲しい。
・素晴らしい活動なので、継続していって欲しい。
・「学校は楽しい」と言葉が返ってくる。

・環境学習の充実を切に願っている。
・実践的活動は感性を育てる上で良いことだと思うので続けて欲しい。
・子どもたちがとても喜んで参加している様子が見える。

・「報告・連絡・相談」の機能を発揮しながら、危機
意識をもって日々の指導に当たる。
・今後も定期的な情報共有に努め、組織的な対応
を実施する。


