
項目別 中項目 項目別 中項目

1 2.04 2.26

2 2.00 2.17

3 2.28 1.91

4 2.33 2.30

5 2.23 1.73

6 2.38 ／

7 2.42 2.30

8 2.19 2.08

9 2.14 2.00

10 1.81 2.13

11 1.86 1.91

12 1.47 1.52

13 2.19 2.04

14 2.23 1.78

15 2.14 2.52

16 2.28 /

17 1.76 /

18 1.67 /

19 2.62 2.52

20 2.57 2.69

21 2.38 2.52

22 2.52 2.65

23 2.52 2.52

24 2.33 2.56

25 2.40 2.45
・児童の満足度は昨年度から.5ポイント上回った。大幅な伸びである。
・児童アンケート全体の平均値が2.46、保護者アンケート全体の平均値が2.25であった。コロナ禍の中、いずれも昨年度の
値を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くためには、教職員が日々「切磋琢磨」の精
神をもって校務に励む必要がある。

26 2.42 2.38
・朝読書の取組は定着している。
・児童も充実した時間だと感じている
・一部読書活動に消極的な児童がいるため、親しめるような手立てが必要である。また、家庭での習慣化を目指して連携
および情報発信を強化していく。

2.60

27 2.41 2.44
・エコスクール1７年連続認定を目指している。
・今年度はコロナ対策で例年通りの取り組みはできなかった。改善すべき点は改善を加え、今後も体験活動を重視した環
境学習の充実・発展を目指して、様々な取組を展開していきたい。
・多くの地域の方、各専門分野の方を講師として招聘したり、自然と触れ合ったりする機会を今後も大切にしていく。

2.50

※ 2.43 2.46

※ 2.24 2.25

2.58

2.11

2.02

2.13

1.85

2.11

####

2.58

・教育のユニバーサル（UD）化に努め、授業の改善・配
慮、誰にとっても過ごしやすい学校づくりを進める。
・関係機関・保幼小中・保護者と連携しながら、一人ひと
りの育ちを見つめ、必要に応じて個別の教育支援計画
を作成し大局的見地に立った支援を行う。

・教員が教育目標の具現化に向けて、今後も自ら切磋
琢磨しながら、自信を持って教育実践活動に取り組む。

・豊かな感性や情緒を育み、学力向上の基盤となる読
書活動の取組を今後も継続していく。
・今後、読書の内容を教職員間で一致させて朝読書の４
原則（みんなでやる・毎日やる・好きな本でよい・ただ読
むだけ）に立ち返った読書活動を推進する。

・本校の伝統である環境教育をはじめとする体験活動に
ついて、評価・改善を繰り返し、更にその重要性を教職
員一同で再認識するとともに充実・発展を目指していく。
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・「報告・連絡・相談」システムの常態化を継続し、危機
意識を持って、未然防止・早期発見・早期対応に取り組
むと共に、情報共有を基盤とした組織的対応を継続して
実施する。

・今後も主体的・対話的で深い学びを具体的に追求する
中で授業実践を日常化し、児童が共に学び、共に高め
合う学校を目指していく。
・分からないことを「分からない」と素直に発信し、その思
いに素直に応えるられる学級集団を目指し、自尊感情
に支えられた支持的風土を土台に、学力向上を目指し
ていく。

・参観や通信等を通して家庭に返し、連携を図る。
・デジタル教科書の活用、掲示資料の蓄積を呼びかけ、
授業がしやすい環境を整える。
・道徳科の指導計画、指導内容の明確化、指導方法の
改善、評価の見直し等を絶え間なく行い、見直していく。
・自尊感情や人・もの・自然を大切にする「豊かな心」を
育むため、計画と評価のサイクルを止めることなく、取組
を充実させていく。

・体力向上、運動習慣の定着に向け、今後も家庭の協
力を得る努力をしながら取り組んでいく。
・教員主体の取組はもちろん、児童会主体の取組等に
ついても評価改善しながら継続して取り組んでいく。
・体育の宿題の内容・方法の改善に取り組む。

・今後も自ら学ぶ力の向上のため、子どもたちの主体的
な学びのサイクルを作り出すよう教材研究を軸においた
指導改善に努めていく。
・「めあて」と「振り返り」を指導過程に定着させることは
もちろん、指導者がつけたい力の明確化を図り、児童に
とって意欲の向上につながったり、見通しが持てたりす
る「めあて」の提示を実践する。

・教育実践活動や学校からのお知らせ、学校ホーム
ページなど、今後も継続して積極的な広報活動に取り組
む。
・地域・保幼小中が連携した防災教育・防災訓練のあり
方を模索し、実施に向けて検討する。
・感染症予防の取組を今後も継続して行う。

・児童と生徒・園児を中心にしながら、児童と教員、教員
相互の交流・連携を活性化させると共に、保幼小中のつ
ながりを意識した取組を継続して展開する。
・保幼から小、小から中への円滑な接続ができるような
取組を検討したい。

・今年度は、感染症対策の中、様々な制限の中で、いろいろと工夫をされ、取り
組んでおられると思います。
・コロナ禍の中、コミュニケーションを伴う活動が制約されている現状が読み取
れますが、教員の研修機会の低下による教育の質の低下を招かない形での取
り組みを期待します。
・書道の指導をしてください。打出ブロック以外の小中学校では、素晴らしい成
績で入賞しているのを新聞で拝見しています。是非、佳作でもよいと思います
のでお願いします。

・今後どこまで「逢坂らしさ」を出せるか、感じさせられるかが必要だと思う。学
習内容はもちろんですが、蔵書や、保護者への案内にもそれらが反映できれ
ばと思う。
・参観ができず、保護者の方とも同じ目線にたって育ち合えないところは残念で
すが、おたよりその他でこれからも学校を見守っていきたいです。PTAの方もよ
く考えておられて素晴らしいです。
・コロナ対応による校務の増加もあり、校務の効率化が難しい面があるかと思
いますが、全て学校で抱え込まず、保護者。地域に要望いただければと思いま
す。

・保育園で過ごした子どもたちがますます元気に成長していることを嬉しく思っ
ています。今後も学習に向かう心情態度を育てていただき、友だちをはじめとし
て人とのかかわりが好きな大人になれるようご指導くださいますようお願いしま
す。

・休校になったとき、子どもがSOSを出す相手は親だけでなく（他人の誰か・・・）
一人でいる子どもも多いように思うので、そのときの対応の仕方も考えて、指導
がいるのではないか？困ったときにすぐにつながる人。
・あいさつ・ことばづかい・もくもくそうじと分かりやすい目標が掲げられ、委員会
の子どももがんばってっきているようで、子どもたちが元気に充実した生活を送
れている姿が見られた。あいさつは社会生活の基本で、どう相手を理解する
か、自分を表現し存在意識を育てられるのか等、人格形成につながるもの、そ
れを未熟なところからうまく育ち合えるよう学校は努力されているし、地域も身
近なところから子どもたちに声をかけ見守っていきたいと思います。
・特に低学年の児童は、まだまだ自分の思いを学校では担任の先生に聞いて
もらいたいと思っています。１年生から６年生までの発達に合わせた先生方の
対応を今後もお願いしたいです。
・子ども一人ひとりの思いに寄り添い、関わっていただいていることをいつもい
つも感じております。

・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。
・看護師免許を持つ支援員を含めて4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。

2.52

学校関係者評価(３・２・１・０)

今後の改善に向けて

・何を持って「学力？」捉え方に個人差があるので、文言の加筆が必要。
・放課後の子どもの姿を見ていると、学習については子ども自身も意識が高い
と思います。

2.46

・主体的・対話的で深い学びを目指した授業の校内研究は２年目を迎えている。日常の授業でも指導者が意識して課題設
定や発問の質やタイミング、目的に応じた学び合う形態の工夫等を取り入れた授業実践を行うことで、研究の深まりが子
どもの姿として現れてきた。また、毎日のエネルギータイム（短時間学習）では、月・水曜日に「書く力を身につける学習」、
金曜日に「話す・聞く力を身につける学習」、火・木曜日に「算数の繰り返し学習」を実施し、基礎基本の定着にも力を入れ
ている。
・行事や学年の取組をはじめ普段の授業を通して、今後も支持的風土に満ちた集団に高めていく。また、特別活動（学級
活動）を活性化させ、自治力を高めていきたい。

2.25

1.71

2.19

1.90

・毎月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。ホームページの毎日の
閲覧者数は、平均して１００件を超えている。
・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。
・「緊急地震速報」を利用した避難訓練、「不審者対応」の避難訓練にも取り組んでいる。
・感染症対策について生活面、学習面でのルールをつくり、保護者や地域の理解も得て実践してきた。今後も継続してい
く。

・5・5交流、出前授業、生活科での1年生との交流が、今年度はコロナ対策で実施できなかった。
・幼稚園での研修会がコロナ対策で実施できなかった。
・例年、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が、今年度は、コロナ対策で通常通りの実施ができ
なかった。

・体育の授業では、全校的にマネジメントボードを活用し、子どもが主体的に学べるようなきっかけづくりとしている。
・「55mでGoGoGo！」や「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中、今年度はコロナ対策

・毎日の「体育の宿題」による運動習慣の定着を図っている。
・昨年度からの低下は、コロナ対策により例年通りの取り組みができないことが原因であると考えられる。
・家庭との連携をさらに強めて体力向上を目指す。また、家庭に積極的に情報を伝える努力が必要である。

・日常の授業で「めあてや課題」を示し、最後に「振り返り」を位置づけるよう共通理解・実践してきた。今後も指導者が付け
たい力を明確にしながら取組を進めていく。
・校内研究の「他者との対話を通した学びの広がりや深まり」というテーマを元に、話す聞く力の育成を全教員で行い、子ど
もの姿として一定の成果を得ることができた。今後は目的に応じて資料等を読み解き、考えを表現する力を育成すること
が課題である。
・今年度末にタブレットが４年生以上に１台ずつ整備された。今後も継続してICT機器の効果的な活用を図って行きたい。
・児童アンケートの「授業は楽しくて分かりやすい」という項目で、「あまりあてはまらない」、「あてはまらない」と答えている
子どももいたため、授業改善に継続的に取り組んでいく必要がある。
・今行っている学習に関連づけた宿題を出したり、予習や調べ学習を取り入れた宿題を出したりするなど、工夫する必要
がある。

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

　道徳教育の充実 2.65

2.6 体力づくりを推進する運動実践をしている。

2.9

家庭・地域と
の

連携

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を行っている。

2.11

2.31

・今年度は、道徳科の保護者参観を実施することができなかったが、日常の道徳の時間の充実を図り、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。
・５年生で、「命の大切さ」を扱う授業の際には、保護者に我が子への手紙を書いていただき、命について深く考える機会と
なった。今後も継続させていきたい。
・教材・資料の整理については、昨年度までの取り組みで各学年で充実したものとなっているが、今後も研究や資料開発
を積極的に進めていく。
・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を推進していく。

 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をしている。

 支持的風土を育てる学級・学年集団づくりの実践を
行っている。

　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）

2.75

/

 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 育てる活動を実施している。

  体力づくり

 学力向上を目指した指導体制・指導方法の工夫や改
善を行っている。

 教職員の指導力及び組織的な教育力の向上に努め
ている。

校務の効率化など多忙化解消の取組と教育活動の質
の改善を行っている。

①

 関係機関と連携した相談体制の充実に努めている。

主体的・対話的で
深い学び

主体的、対話的で深い学びを追求する授業研究や研
修会を行っている。

 道徳科の授業・評価に関する研究や資料の開発・整
備・交流を行っている。

2.6

 たくましい心と体を育てる魅力ある授業の工夫改善を
行っている。

 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と
活用をしている。

 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を行っている。

2.6

 保幼小の接続期の教育課程の編成等校種間のカリ
キュラム研究を行っている。

 組織的・計画的な特別支援教育体制の確立をしてい
る。

②

生徒指導体
制の充実

 子どもの校種間交流や教員の出前授業を行ってい
る。

 家庭・地域・関係機関との連携による指導を行ってい
る。

 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、日常的な予防指導に努めている。

　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）

  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

 保護者の子育てに対する積極的な支援を行ってい
る。

 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、地域人材の活用をしている。

 防災教育の推進、感染症対策の推進等、安心・安全
な学校づくりを行っている。

 生徒指導・教育相談体制の確立と組織的な推進して
いる。

2.7

 校種間の授業公開や合同研修会を行っている。

令和２年度　学校評価書

昨年度
現　　　　　　　況 ご意見・提言等

中項目の
評価

今年度

・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。
・SOSアンケートを毎月実施し、担任および担任外で確認、対応することによって早期解決につながっている。

①


