
自己評価の検証結果および分析・改善方策の内容は総じて妥当なものになっている。
・プレハブ教室での学習ではあるが，それぞれの学年でICTを効果的に活用しながら学習が進められ，楽しくわかりやすい授業で子どもたちも落ち着いている。１００ますノートなどで，書く力を付けようとしていることがわかる。
・昨年度の学校関係者評価を受けて，図書室へ置いて欲しい本のアンケートをとったり親子読書会の設定をしたり，学校からの啓発活動はできている。家庭での読書の意識が低いように思うので今後の働きかけが必要である。
・個別の指導計画，専門機関との連携など，特別に支援が必要な児童への指導体制が整えられている。保護者が必要感を感じ，小学校の途中から特別支援学級に入級するのは，指導面で困難がある。その子にとって早めの対応ができるよう，今後も
学校と保護者の連携は必要であろう。
・児童がふるさと小田の特色やよさをもっと知ることができるようにと今年度から取り組んでいる「小田検定」はおもしろい。教師が地区の人から話を聞き，問題を作り上げていく過程にも値打ちがある。地区懇談会がマンネリ化しているために，今年度は
取りやめているが，地域の声を聞くよい機会であり，連携の場になっているので，会の持ち方を工夫して取り組む方向になるとよい。

学校関係者評価

分析・改善方策
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・「教えて考えさせる授業」を校内研究の柱にして全職員で共通認識のもと取り組んでいるので，教師が自信をもって指導し，効果が上がっている。授業中も落ち着いて集中した学習の場面が増えてきた。家庭学習では，自主勉強の取組みはどの学年
も次第にできるようになってきたが，定着まではできていない。そこで学年に応じた自主勉強の取組み方を学年便り等で紹介したり，児童の模範的なノートを紹介したりしながら，自主勉強の質や量の充実の支援，個に応じた支援を継続していく必要が
ある。
・学校での読書の目標はほとんどの子が達成できているが，家庭での取組みに課題がある。土曜日・日曜日等の家庭学習で親子読書（ファミリー読書）を設定したり，親子読書（ファミリー読書）での好きな本紹介等の募集をかけるなどの取組みをして，
家庭でじっくり読書に親しむことができるような機会や環境作りを働きかけていきたい。
・人権週間や週目標等で名前の呼び方や言葉遣いについて，目標を設定し指導をしているが，乱暴な言葉遣いや呼び捨てをまだよく耳にする。粘り強い取組みや工夫した取組みが必要である。保護者の協力も重要である。また，「あはは運動」等に
児童会を巻き込んで取り組んだり，教職員の共通理解のもと指導を徹底したりしていることで，確実に学校での効果は表れているので，今後も適宜強化月間等を設定して，定着をめざしていきたい。
・保護者や地域との連携は，学校支援コーディネーターの協力で学習支援に昨年度より多くの人数の協力を得ることができ，学習がより充実している。また，教育相談も徐々に浸透し，保護者と学校の共通理解や連携に役立っている。
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・保護者と学校が互いに情報の交流に努め
ていると感じる保護者・教職員を７０％以上
にする。
・学校支援地域本部の人材リストの数を昨年
度より増やすことができたか。
・ホームページを月１回以上更新したか。

・連携については９６％（６月９１％），情報発信については９
９％（６月８９％）と評価が上がっている。今後も各教師しっか
り振り返りを行い，必要な情報交換や連携の充実を図っ
ていく。
・学校支援コーディネーターとの連携ができ，必要な時
に必要な支援ができる体制になってきた。
・委員会の支援でＨＰの様式を活用しやすいものに工夫
したり，どのパソコンからでも入力できるようにしたりした
ので，今後効果的にいろいろな教育活動を更新すること
ができるよう一層努めていく。

Ａ

・小田っ子がんばり表を年５回，「ぱっちりもぐもぐ
ツーウィーク」を年２回実施したり，学級活動で指
導したりして定着を図る。
・保健便りや学校保健委員会，学年便り等で保護
者に実態を知らせて協力を仰ぐと共に，睡眠の大
切さを伝える。
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5 Ｂ

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り

保護者・地域との連携を図
る。

積極的な情報公開に努める。
地域・保護者に教育活動への積極
的な参加を依頼する。

・学校だよりを月1回以上発行する。
・「保護者の立場で考えられる教師」「教師の立場
で考えられる保護者」を目指し，互いに情報を発
信し合い協力連携していく。
・学校支援コーディネーターとの連携を深め，学
校行事や授業への積極的な参加を呼びかける。
・ホームページや学校開放日等を活用し，小田小
学校の教育活動を地域や保護者に積極的に公
開する。

学校内外の安全安心に努め
る。

学校内や登下校での防犯体制の
見直しを行い，児童の安全管理に
努める。

・児童と教師が学期に１回通学路の点検を行い，
通学路マップの確認・修正を随時行う。
・安全点検を複数の目で定期的に実施し，不具
合に瞬時に対処する。
・校内の防犯体制の見直しを行い，職員の共通
理解を図る。
・「小田小見守り隊」への募集を積極的に行い，保
護者等と連携しながら児童の登下校の安全に努
める。

6

健
や
か
な
体
の
育
成

目標をもってねばり強く体を
鍛え，体力の向上を目指す
児童の育成を図る。

５０ｍ走とソフトボール投げ・シャト
ルランで自分の目標をもち，自分
の記録を上回ることを目指す。

・春・秋に５０m走とソフトボール投げ・シャトルラン
の記録をとり，成長をみる。
・スポーツチャレンジカードに６年間の記録を記入
し，自分の成長を確認する。
・業間運動や集会活動を通して，ランニングや遊
具を使ってのサーキット運動等を工夫し，走力・持
久力等の向上を図る。
・体育の時間の準備運動等を工夫し，体力づくり
の充実を目指す。

基本的な生活習慣の定着を
図る。

「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣化
を進め，特に早寝ができるようにテ
レビ，ゲームの時間短縮を図る。
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・個別の指導計画の見直しを学期に1回行
う。
・支援を必要とする児童の困り感が軽減した
か。（「学校が楽しい」「勉強が楽しい」と答え
る児童が増える。教育相談で困り感を訴える
児童が減ったり，楽になったことを伝える児
童が増えたりする状況を目指す。）

・実態に応じて，専門機関と連携しながら，学期ごとに個
別の支援計画の見直しを行い，支援している。低学年で
は国語や算数の板書を児童のノートと同じ形式にするな
ど，支援の必要な児童だけでなく，その他の児童にもわ
かりやすい手立てを工夫している。
・アンケートに「学校が楽しい」と答えている児童が８２％
いる。
・適宜ケース会議を開き，児童の実態や対応について検
討を行い，効果的な支援になるよう努めている。

国際理解教育やふるさと学習
を通して，ふるさとや自国を愛
する心や異国文化への理解
を深める。

保護者や地域人材・教材を活用し
た授業や外国の方との交流を図
り，自国やふるさとを愛する心や異
国文化への理解を深める。

・総合的な学習の時間で郷土の偉人や外国につ
いて調べたり，外国生活の経験のある児童との交
流を図ったりする。
・小田朝会で地域で活躍されている方の話を聞く
機会を設ける。

・地域人材活用の数を昨年度より増やすこと
ができたか。
・全校児童の７０％が小田検定（２０問）で７０
点以上の得点をとることができたか。

・９月末の時点で延べ９７人，月平均２０人の方に学校・
授業にかかわってもらい，児童は学習意欲をより高め，
ふれあいを通して心に残る学習をすることができている。
・総合的な学習の時間，英語活動，生活科の学習を通し
て発達段階に応じて地域のよさを学んだり，異文化理解
を深めたりすることができている。
・１回目の小田検定では，３０％の児童が７０点以上をとる
ことができた。検定を通して小田地区への関心が高まっ
ている。

進んで読書に親しむ児童の
育成を図る。

・読書の時間の充実や家庭への啓
発により，読書好きの児童を増や
す。

９４人

職員数

Ａ

4

学校関係者評価委員

専門評価委員

小山　悦司（倉敷芸術科学大学教授）
片山　圓　（矢掛町子育て支援センター発達相談員）
三宅　勢津子（県青少年相談員）　　　  出原　武重（民生児童委員小田分会長）
藤岡　真理子（主任児童委員）　         片山　譲（小田小学校PTA会長）
森岡　聖美（小田保育園保護者会長）

小山　悦司（倉敷芸術科学大学教授）

・友だちアンケートで「友だちにやさしい言葉
かけをしてもらったことがある」や「友だちから
親切にされたことがある」と感じている児童が
７０％以上になる。
・「３つのやくそく」が守れている児童が７０％
以上になる。
・児童会で決めたあいさつマスターの目標を
８０％以上の児童が達成する。

・「やさしい言葉かけ，親切にされたことがある」について
は，児童も保護者も８０％以上が肯定的に評価している
が，校内での生活では思いやりのない言動がもとでトラ
ブルになることもあり，継続して指導していくことが必要で
ある。
・３つの約束については，児童は85％ができていると感じ
ており，学校では意識して行動できる児童が増えてきて
いる。廊下歩行については，友だち同士で声かけをし合
うなど注意を呼びかけていく必要がある。しかし，保護者
は63％と評価が低く，いつでもどこでもという定着までに
は至っていない。

評価

A 　成果をあげている　　Ｂ　ほぼ成果をあげている　　Ｃ　あまり成果をあげていない　Ｄ　成果をあげていない

人権教育を通して豊かな心を
育てるとともに，集団行動の
ルールの徹底を図る。

平成２２年度　矢掛町立小田小学校学校評価書

６７戸

校長　　　　　岡村　昭春　　　印

学級数本校のミッション

・学校は子どもたちの健やかな成長の場として，生きる力を身に付けさせるよう，問題解決的な
学習や体験的な学習を中心に工夫した教育活動を推進する。また，学校は安全安心な場とし
て危機管理に努める。
・児童には，分かる授業づくりと共に学習意欲の向上に努め，確かな学力を育てる。
・保護者には，教育情報の提供や教育相談の充実に努め，信頼される学校づくりを目指す。
・教職員には，校内研修や自己評価システムを活用し，資質能力の向上と共に学校組織の活
性化を図る。
 また，子どもと向き合う時間を大切にした指導を心がける。

７学級 児童（生徒・園児）数

・学力調査結果を分析し，改善を
図り，学力を伸ばす。

領域 中期目標 単年度目標

１２人 家庭数

達成基準 自己評価

1

2

3

確
か
な
学
力
の
向
上

家庭学習の充実を図る。 ・「家庭学習のてびき」を基に学年
×１０分の家庭学習の定着を図る。

基礎的・基本的な知識・技能
の確実な定着を図る。

Ｂ

・読書の時間を確保するとともに，ブックトークや
読み聞かせなどを取り入れ，読書への意欲付けを
図る。
・授業参観で親子読書などの取り組みを実践し，
保護者の読書に対する意識を啓発する。

・図書室やブックルの本を借りる冊数を，上
学年は年間40冊以上，下学年は50冊以上
を目指す。

・学校では積極的に図書の時間を活用することで，本を
借りたり読んだりする機会は確保できている。保護者の
評価が64％と家庭での読書量は十分でなく，今後啓発
が必要である。

具体的計画
・「教えて考えさせる」授業の研修を通して指導力
を高め，学力の定着を図る。
・担任全員が年間１回以上「教えて考えさせる」授
業を公開する。
・ラーニングタイムやモジュール学習，チャレンジ
教室（夏季休業中）を取り入れて集中力を養うとと
もに，基礎基本の定着を図る。
・県の学習到達度テストで年に2～3回確認する。

・家庭学習がんばりカード等を活用し，保護者と
連携しながら家庭学習の定着を図る。
・自主勉強の内容の充実を図る。
・家庭学習が十分できにくい児童等には，個に応
じた家庭学習の内容を考える。

・家庭学習の時間を８０％以上の児童が確
保できるようにする。
・進んで自主勉強に取り組み，すべての児
童が自主勉強ノートが1冊以上終わるように
する。

・授業後のまとめで分かったことが書ける児
童を８０％以上にする。
・漢字テストや該当学年の算数の確かめテス
トで70％以上できるようにする。
・子どものアンケートで「授業がよくわかる」を
８０％以上にする。

・100ﾏｽの用紙を用意して単文作りの機会を多くとる等の
手立てを工夫することで，書くことの抵抗が少なくなり次
第に自分の言葉で書くことができるようになってきてい
る。
・ＩＣＴの活用や体験活動を効果的に取り入れることでわ
かりやすい授業に努めることができた。
・全国学力・学習状況調査の結果では，国語Ｂ算数Ａで
全国平均より高く，記述式が優れ，「数と計算」「量と測
定」での正答率がよい。反面国語Ａ・算数Ｂで課題があ
り，読み替え漢字等の言語面や数学的な考え方にやや
課題がみられる。

Ｂ

・友だちに対してあたたかい言葉か
けができる児童を増やす。
・3つの約束（あはは運動・黙って集
合・廊下を走らない）を守れる児童
を増やす。

豊
か
な
心
と
共
に
生
き
る
力
の
育
成

特別支援教育の充実を図る。 個々の児童の実態を的確に把握
し，全職員で共通理解し，実態に
応じた指導を目指す。

Ａ

・５０ｍ走，ソフトボール投げ，シャトルランの
記録で，８０％以上の児童が自分の伸びを
実感できたか。
・各学年で平均が全国平均を超えることがで
きたか。
・体育の時間にランニングやサーキットトレー
ニング等で運動量が確保できたか。

・「個別の指導計画」を基に，校内の特別支援教
育委員会や終礼等で共通理解を図り，きめ細か
い総合的な支援を行う。
・専門機関や保護者との連携を深める。
・児童の実態に応じた教材開発を行い，きめ細か
な支援を行うようにする。

Ｂ

・がんばりカードを取り入れるなどの工夫によって家庭学
習の習慣が定着してきている。
・自主勉強ノートの工夫については量や内容に個人差
があり，課題がある。

・職員の共通理解の徹底を基に児童への指導を
行い，がんばっている児童へ称揚しながら意欲を
高める。
・ソーシャルスキル教育を通して対人関係スキル
の向上を目指す。
・縦割り班遊びでの異学年集団活動を通して，豊
かな人間関係をつくる。
・児童会を中心にあいさつ運動を行う。
・教育相談の活用の充実を図る。

・児童は５０ｍ走(80％)，ソフトボール投げ（82％)，シャト
ルラン（85％)それぞれの種目で記録の伸びを実感でき
ている。業間時間の月・木曜日に設定している運動場１
周サーキットを行う活動にどの児童も意欲的に取り組む
ことができている。
・ばっちりモグモグウィークで，家庭で取り組む運動を取り
入れ，家庭での運動も推進している。

Ａ

・計画的または随時，点検処置が適切に行
われているか。
・地域の方や保護者と連携しながら，安全対
策に努めているか。
・不審者情報をＨＰや文章で迅速に伝えら
れたか。

・プレハブ校舎への移転もあり，新しい校舎での避難訓
練等も適切に設定することができた。
・保護者等への見守り隊の募集を数回呼びかけている
が，次々に参加の数が増えるという状況にはなりにくい。
・緊急や必要に応じて情報を発信することができた。

・早寝について「小田っ子がんばり表」の実
施中１日を「ぐーぐーデー」に設定し，その日
には下学年は９時までに，上学年は１０時ま
でにそれぞれ８０％以上が就寝できる。
・あはは運動が守れたという児童・保護者が
８０％以上になるようにする。

Ｂ

Ｂ

・７月の小田っ子がんばり表では，ぐーぐーデーを設定
し，目標時刻に就寝できた者は，７４．５％となり，６月の６
３．８％よりも上回った。１０月の実施の際には事前にぐー
ぐーデーの生活予定を立て取り組むようにした。



３．不登校児童生徒の
　　解消

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

２．コミュニケーション力
　　の向上

○一心不乱に集中している児童の様子をみて，モジュール学習がかな
りの学習効果をあげているようである。疲れが出てくる午後の時間帯に
組み入れ，矢掛高校生が指導補助に加わることで相乗効果が発揮され
ている。これまでモジュール学習は，1校時に実施されていたが，5校時
に変更されたことで一層の効果を発揮している。
○ICTを積極的に活用し，映像や音声により児童の興味や関心を引き
出し，メリハリのある授業を展開している。
○高学年を対象にして，放課後指導，休み時間指導により個別の学習
支援を行い，学習不振児童の解消に努めている。
○今年度実施された全国学力学習状況調査（6年対象）の結果，全国
平均を算数Aで5ポイント，国語Ｂで2ポイント上回ることができたのは，以
上の取組の成果とも考えられる。
△家庭学習の重要性について，学校便りやホームページで啓発を図る
努力が継続されている。しかし一方では，家庭学習が十分できにくい児
童一人ひとり対して，個別の支援方法のさらなる創意・工夫が期待され
る。
△学校では読書量が増えてきているが，家庭での親子読書の推進に向
けて一層の啓発が望まれる。親子読書を積極的に進めることが，家庭学
習の定着を図るための一助となるであろう。
△共働きで祖父母不在の家庭では，土曜日を有効に活用するための方
策について，行政や地域の協力を得て，様々な角度から検討する必要
がある。

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

５．学校の組織運営

来年度の重点・方針

・保護者の意識を変えることは容
易ではないが，家庭教育の充実
および基本的生活習慣の確立に
向けて，「家庭学習の手引き」の
有効活用など，引き続きプロジェ
クトチームでの創意・工夫が期待
される。

４．学習不振児童生徒の
　　解消

専門評価

学校の現状（○優れている点　△改善が望まれる点）評価項目 観点 改善の方向性

1．自己評価の状況

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

学校の組織運営面では，校長のリーダ－シップのもとに教頭が補佐して，全校的なベクトル合わせに向けて取り組むとともに，プロ
ジェクト活動の推進などにより，教職員間に一体感が醸成されている。また，始業前の校内放送で児童が学校目標を復唱するなど，
学校で目指す目標を教職員のみならず，児童にも共有されるよう努めている。なお，矢掛高校生7名が「矢掛学」の一環として，週に1
度来校するようになった。この取組は，学校全体に良い意味での刺激を与えており，学校の活性化につながることが期待される。適切
に活用すれば先駆的な地域教育モデルとなり得るであろう。

８．学校の総合的な状況

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

○評価項目を当初の20項目近くから10項目に精選するなどして省力化
を図っており，学校評価が定着の段階に至りつつある。
○校務分掌と年齢構成のバランスに考慮して編成されたプロジェクト
チームの活動により，評価が組織的・計画的に行われている。これによ
り，学校全体の教育目標の達成や学校改善に向けて，教職員間の共通
理解を得ながら実践に移すサイクルの循環が行われている。今年度か
ら新たに開始された小田検定がその好例である。

○本年度から始めた小田検定はプロジェクトチーム（きらきらプラン）から
発案されたものであり，小田地区民運動会で広く地域住民から問題を収
集しており，学校と地域のつながりを深めるツールとして機能することが
期待される。
○地域の人材を有効に活用した小田朝会は，小田学区の学校に寄せ
る期待を反映させた特色ある取組である。
△地区懇談会が休止されているようである。懇談会を開催する意義など
を再検討して，必要であればリニューアルして再開させることも選択肢の
一つであろう。

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

７．特別支援教育の充実

①取組体制
②方法の開発・共有
③実践・実施
④成果と課題

・学力・人間力の研究発表に向けて校内研修を更に充実させ，教師の指導力の向上を図る。また，家庭学習や読書の充実に向けて，取組の創意工夫を図りな
がら個別対応や保護者への啓発を行う。
・特別支援教育において，児童一人一人のニーズに応じた個別の支援の仕方や体制の充実を図る。
・道徳教育や特別活動等のねらいを明確にして，体験活動を充実させ，豊かな心の育成を図る。

６．学校と保護者・地域
　　社会等との連携協力

○個別指導計画を年度当初に作成し，随時見直しながらより柔軟で適
切な計画の策定に向けて努力している。
○専門機関との連携，教頭を中心とした窓口の設置，保護者の研修，な
どに総力を挙げて取り組んでいる。
○一部の担当教員だけに任せるのではなく，支援が必要な児童の個々
の実態を把握し，教職員全体で共有しようとしている。
△行政サイドも特別支援教育に力を入れて，既に支援員（2名）の配置
など，相応な支援を行っている。しかし，小田小学校は支援を要する児
童の比率が比較的高いことから，支援員の午後までの勤務時間延長な
ど，さらなる措置を望みたい。


