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平成２６年度　学校評価結果報告書
神栖市立大野原小学校

学校関係者評価

評価項目と具体的取組 評価基準 取組の状況 達成状況 評価者の意見

組織的な学校運営 （満足度指標）

Ａ： 毎月（十分に）できた

Ｂ： 概ねできた（１０回以上）

Ｃ： ８回以上できた

Ｄ： できなかった（７回以下）

学校の環境整備 （満足度指標）

Ａ： 十分にできた

Ｂ： できた

Ｃ： だいたいできた

Ｄ： できていない

学校研究・職員研修 （満足度指標）

Ａ： ９０％以上

Ｂ： ８０％以上

Ｃ： ７０％以上

Ｄ： ７０％未満

知識･技能の確実な修得 （満足度指標）

Ａ： 全学年で達成

Ｂ： 3分の２以上の学年で達成

Ｃ： 2分の１以上の学年で達成

Ｄ： 達成は2分の１未満

思考力・判断力・表現力の育成 （満足度指標）

Ａ： ３．０以上

Ｂ： ２．５～３．０未満

Ｃ： ２．０～２．５未満

Ｄ： ２．０未満

学習習慣の確立 （満足度指標）

Ａ： ９５％以上

Ｂ： ９０％以上

Ｃ： ８５％以上

Ｄ： ８５％未満

読書活動 （満足度指標）

Ａ： ８０％以上

Ｂ： ７０％以上

Ｃ： ６０％以上

Ｄ： ６０％未満

いじめ対策 （満足度指標）

Ａ： ９０％以上

Ｂ： ８０％以上

Ｃ： ７０％以上

Ｄ： ７０％未満

道徳・特別活動教育 （満足度指標）

Ａ： 十分にできた

Ｂ： できた

Ｃ： だいたいできた

Ｄ： できていない

健康教育 （満足度指標）

Ａ： ９０％以上

Ｂ： ８０％以上

Ｃ： ７０％以上

Ｄ： ７０％未満

安全指導 （満足度指標）

Ａ： 十分にできた

Ｂ： できた

Ｃ： だいたいできた

Ｄ： できていない

食育 （満足度指標）

Ａ： ２つとも達成

Ｂ： １つ達成，１つはもう少し

Ｃ： ２つもともう少し

Ｄ： ２つとも努力を要する

Ｂ

食に関する指導を計画的に
実施し，朝ご飯や給食をしっ
かり食べる。

朝ごはんを９５％以上の児童
が毎日食べてくる。
給食を残さず食べるよう意識
している児童が９０％以上に
なる。

事故やケガについての原因
や問題点が整理分析され、
適切な対応、予防がなされて
いる。

共通理解のもと、児童への指
導助言を適切に行う。

２つの指標の達成が ・計画的に食に関する指導を
実施し朝ご飯については
９５％の児童が食べてくること
ができている。給食について
は７９％と昨年度ほぼ同じで
あった。家庭の協力が課題で
ある。

自分の生活習慣や体につい
て関心を持ち、規則正しい生
活を送ることができる。

自分の健康についての基本
的な生活習慣が十分身につ
いている。

３
　
豊
か
な
心
の
育
成

５０冊以上読書をした児童が 図書館指導員が中心となり、
図書室の環境整備に努めた
結果利用者はかなり増加し
た。年間５０冊読破の目標も
１月現在で７０％程度達成し
ている。

Ｂ

道徳の時間は十分確保する
ことができた。徳プロジェクト
を中心にリーダー育成を目指
し，代表委員会活動に力を入
れた。自主的な活動が見られ
るようになるなど，意識改革
が進みつつある。

Ａ

全職員で生徒指導特別支援
連絡会を毎月実施する。アン
ケートや観察をとおして早期
発見を目指す。事案には組
織で対応する。

学校生活アンケートで９０％
以上の児童が学校が楽しい
と回答する。

道徳の時間の確保。徳プロ
ジェクトを中心とした，縦割り
活動，思いやりの木の実施。

年間計画に従って道徳の授
業を実施する。

Ｂ

Ｂ

４
　
健
や
か
な
体
の
育
成

身についている割合が

・あいさつ運動につ
いては，全校として
の運動とすること
で，１人１人の意識
を高める。

・学校大好きプロ
ジェクトについては
継続する。なかよし
集会や芸術鑑賞会は
年間計画に位置づけ
計画的に実施する。
学年毎の内容につい
ては，学校全体で検
討する。

・リーダー育成を目
指すために，学級委
員・代表委員会を引
き続き充実させる。

図書館の環境整備に努め
る。図書館指導員を活用し、
読書の仕方、楽しさ、良さな
どを指導する。年間５０冊の
目標を立てて読書の充実を
図る。

８０％以上の児童が年間最
低50冊以上本を読むことがで
きる。

学校が楽しいと回答する児童が

・栄養教諭による学習
も行われているような
ので、食育についても
引き続き力をいれて
いって欲しい。

・危険を自分で予知で
きる、対策を考えるこ
とができるよう、発達
段階に応じた指導をお
願いしたい。

・体育プロジェクト
チームに体育主任・
副主任を置き，分担
して仕事を行う。

・年度初めに新しい
学年担当がそれぞれ
児童の傾向を分析
し，必要に応じた体
力向上策を体育の授
業に取り入れる。

・保健安全・食育に
ついては２６年度の
施策を継続する。

家庭訪問・個別面談・各種た
より等で家庭学習の必要性
については十分説明をしてき
た。今年度はインターネット・
メールをとおした呼びかけも
行った。実施率は昨年度より
向上し９０％であった。

Ｂ

家庭学習の必要性や方法等
を、学校だより等で各家庭に
紹介するとともに、「宿題を必
ずする」、「自学を進んです
る」学習習慣作りに取り組
む。

児童への指導助言が 学級活動の時間をはじめ、必
要に応じて全校集会などでも
指導を行ってきた。現在まで
に、大きな事故は発生してい
ない。

・図書館指導員を有効
活用して，読書習慣の
確立をさらにお願いし
たい。

・学級委員，代表委員
を新設しリーダー育成
に力を入れようとして
いることは評価する。
数字としての結果は，
まだ現れていないよう
だが次年度も継続して
ほしい。

・道徳教育が教科とし
て導入される流れと
なっているので研修に
力を入れてほしい。

・２学期に実施した
「なかよし集会」はと
てもよかった。いじめ

道徳の授業が

学校全体で「学校大好きプロ
ジェクト」をすすめてきた。ま
た積極的に教育相談をすす
め，いじめと思われる事案に
は早期に対応してきた。現在
深刻ないじめは発生していな
い。

Ａ

担任・養護教諭の連携で全
学年外部講師を活用し，健康
教育にあたった。家庭の協力
が不十分であり，基本的生活
習慣がみについていない児
童が見られる。

学び合い（神栖市スタイル）
について研修をすすめ，日々
の授業に取り入れてきた。そ
の結果，児童にも学び合いの
スタイルは定着しつつある。
グループ学習の内容深化が
今後の課題である。

Ｂ

９５％以上の児童が家庭学
習を学年×１０分実施する。

２
　
確
か
な
学
力
の
向
上

90点以上80％の学年が 知のプロジェクトを中心に基
本的学習の体制を整えてき
た。ドリル学習の時間も十分
確保したが，のびのびコンテ
ストで高学年の計算に課題
が見られた。

Ｂ

学びあいを取り入れた授業を
計画的に実施する。指導案
に位置づけ，授業研究で検
証する。年間一人一回以上
授業研究（公開）を行う。

グループ学習・学び合いなど
学習形態を工夫して授業を
行う。（教員自己評価4段階で
平均3.0以上）

学年×10分の家庭学習実施が

(1) 児童の実態に応じ，知・徳・体の教育の充実に努める。
(2) 地域や各種機関との連携を深め，地域ぐるみで子ども
を育てる環境の充実を図る。
(3) 研修・自己研修の充実に努め，教職員一人一人の資質
と組織力の向上を目指す。

次年度の方向（改善計画等）
達成度判断基準

自己評価

・学力向上の成果が少
しずつ表れているよう
である。

・学習習慣の確立がＣ
評価からＢ評価に上
がったのは大きな成果
である。

・生徒指導・学習指導
など様々な面について
組織での対応がよくで
きていると思う。

・授業を参観した様子
から、子どもたちの笑
顔をたくさん見ること
ができた。

・校内研修では算数
を中心に全職員が授
業研究を実施する。
特に授業反省を充実
させる。

・月例テストを継続
実施する。基礎基本
である漢字の書き取
りの力，計算力の向
上を目指す。

・家庭学習カードに
保護者コメント欄を
入れることで、保護
者の啓発を図る。

・学び合い学習につ
いて、統一した掲示
物を作成する。

学習のきまり，ノートの使い
方など基本的学習習慣を全
校共通理解の上指導する。
朝・夕のドリルの時間を充実
させる。

市内統一のびのびコンテスト
（漢字・計算テスト）におい
て，どの学年も90点以上が８
０％以上となる。

教員自己評価の平均が

　目指す学校像 　重点目標
○　きれいな学校
○　明るく活気のある学校
○　地域に開かれた魅力ある学校

毎月１日に全職員で安全点
検を実施し２月には専門業者
による遊具点検を実施した。
不備箇所については即対応
した。不能なものは業者・教
育委員会へ依頼したが，未だ
保留となっているものもある。

満足感が得られた割合が

１
　
組
織
的
な
学
校
運
営

学校経営の具現化のための会議を 毎月企画会議（各主任参加）
を実施し，協議をとおしてより
良い学校運営を行った。また
職員会議において共通理解
を十分にはかることができ
た。

校長のグランドデザインを理
解し，全教職員が一致協力し
て学校運営をする。

職員会議，企画委員会等に
積極的にかかわり，各主任
が経営方針の具現化を図
る。

不備箇所への迅速な対応が

研究課題の実践を全体会や
部会を通じて共有することで
各自が研修成果に満足感を
感じられる。

児童の実態を把握し、研究計
画を策定し、全教職員共通理
解のもと研究組織の効率的
な運用を図る。年間一人一回
以上授業研究（公開）を行う。

施設設備が安全で使いやす
いを維持するために管理整
備の徹底を図る。

Ｂ

・昨年度と全体の達成
状況を比較してみる
と，向上した項目が４
つ，低下した項目が２
つと数字の上でも成果
が読み取れる。学校長
が「目指す学校像」に
向かって学校一丸と
なって取り組んでいる
姿勢に対して成果が出
ていると思う。

・施設設備の点検・補
修などについては、最
優先でお願いしたい。

・毎月の企画会議・
職員会議をより一層
充実させ，学校運営
についての共通理解
を十分に図る。

・全職員が知・徳・
体の３つのプロジェ
クトを分担を継続さ
せる。特に知プロ
ジェクトに力を入
れ、学力向上につい
て、全職員の力を結
集させる。

・施設設備の整備に
ついて優先順位を精
査し，必要なものは
引き続き教育委員会
等に依頼していく。

Ｂ

定期的な安全点検の実施と
不備箇所への迅速な対応を
行う。

知・徳・体３つのプロジェクト
研修をとおして組織的な研修
をすすめてきた。主体的に研
修をすすめられたという実感
を持っている職員は若干少な
かった。

Ａ
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(1) 児童の実態に応じ，知・徳・体の教育の充実に努める。
(2) 地域や各種機関との連携を深め，地域ぐるみで子ども
を育てる環境の充実を図る。
(3) 研修・自己研修の充実に努め，教職員一人一人の資質
と組織力の向上を目指す。

　目指す学校像 　重点目標
○　きれいな学校
○　明るく活気のある学校
○　地域に開かれた魅力ある学校

特別支援教育 （満足度指標）

Ａ： ９０％以上

Ｂ： ８０％以上

Ｃ： ７０％以上

Ｄ： ７０％未満

不登校・長欠対策 （満足度指標）

Ａ： １０人未満

Ｂ： １０～１５人

Ｃ： １６～２０人

Ｄ： ２１人以上

児童・生徒理解 （満足度指標）

Ａ： ２つとも達成

Ｂ： １つ達成，１つはもう少し

Ｃ： ２つもともう少し

Ｄ： ２つとも努力を要する

開かれた学校づくり （満足度指標）

Ａ： ９５％以上

Ｂ： ９０％以上

Ｃ： ８５％以上

Ｄ： ８５％未満

幼保小中高の連携 （満足度指標）

Ａ： そう思う

Ｂ： ほぼそう思う

Ｃ： あまりそう思わない

Ｄ： そう思わない

防災 （満足度指標）

Ａ： 真剣に取り組んだ

Ｂ： ある程度真剣に取り組んだ

Ｃ： あまり真剣に取り組めなかった

Ｄ： 真剣に取り組めなかった

・学校だより，ホー
ムページの内容をよ
り充実させる。

・四中学区連携会議
を充実させる。

・大野原地域コミュ
ニティー協議会との
連携を深め，地域の
人材を効果的に活用
する。

学校だより等の発行及び地
域回覧・ホームページ更新・
学校公開をとおして教育活動
の積極的な情報発信をすす
める。

保護者アンケートで学年通
信・週報・学校だより等を通じ
て必要な情報を提供している
と回答する。

連携は強化されつつある 教員相互の授業参観や、行事の
交流を小中で実施してきた。幼稚
園・保育園とは合同の避難訓練、
低学年の体験交流を実施。高校
とは、合同あいさつ運動を実施。
各施策をとおして、連携は深まり
つつあり、児童も交流の機会が増
えてきた。

避難訓練は計4回実施。幼稚
園との合同訓練，保護者へ
の引き渡し訓練も実施するこ
とができた。回を追うごとに避
難に要する時間も短縮される
など児童の意識も高まってき
た。

・地域との連携につい
ては，学校が地域ぐる
みで取り組もうとして
いる様子は伝わってく
る。地域としても大野
原地域コミュニティー
協議会を中心にさらに
協力していきたい。

・避難訓練について
は、地域と連携した取
組ができるとよい。Ｂ

必要な情報を提供していると感じる 学校だよりをはじめ、各種便
りは定期的に発行してきた。
ホームページも各担当が分
担し週３回以上の更新を行っ
た。保護者から情報提供につ
いての満足度は昨年度より
向上し９５％であった。

児童対象アンケートで次の２つの
指標が９０％以上となる。先生
は，なやみやそうだんをよくきいて
くれますか。先生はよいことをした
ときや，どりょくしたときに，ほめて
くれますか。

Ａ

Ａ

四中学区連携教育推進会
議・四中学区子ども育成連絡
協議会を実施し，連携体制を
整備するとともに，相互授業
参観・行事の交流をすすめ
る。

避難訓練等をとおして、児童
の防火防災の意識を高める
とともに，学校としての防火
防災体制の充実に努める。

各種災害を想定した訓練を
年間3回以上実施する。訓練
には真剣に取り組む。

全ての教員が幼保小中高の
連携が強化されつつあると考
える。

避難訓練等の意義を理解して

Ａ

Ａ

生徒指導特別支援連絡会を
毎月実施し，共通理解を図
る。対象児童に対しては組織
で対応する。

学校が好きになり，休まず元
気に学校に来る。

５
　
一
人
一
人
に
応
じ
た
教
育

一人一人の児童を大切にした授業ができた割合が 生徒指導特別支援連絡会を
毎月実施することで、全職員
で共通理解を図ってきた。各
児童は自立と社会参加へ向
けて、それぞれ一定の成長
が見られた。

Ｂ

教職員は随時教育相談を行うな
ど児童理解に努めてきた。また必
要に応じて情報交換を行い、担任
以外の教職員からも声掛けを行
うなど連携して指導にあたってき
た。その結果児童の満足度は９
割を超えた。

全職員共通理解のもと，相互
補完をしながら，適切な配
慮，意識を持って指導にあた
る。

２つの指標の達成が

６
　
家
庭
・
地
域
と
の
連
携

・不登校対策は大変だ
と思うが，大きな成果
があがっていると思
う。

・運動会で欠席が１人
もいなかったことは大
変素晴らしい。「学校
が楽しい」と思えるよ
うな教育活動を今後も
お願いしたい。

・特別支援コーディ
ネーターを中心に生
徒指導特別支援連絡
会議，ケース会議を
充実させる。

・学期毎の児童生活
アンケートを確実に
実施するとともに，
教育相談を充実させ
る。

一人ひとりのニーズを把握
し，必要な支援を行い，それ
ぞれの子に力をつける。

個に応じたきめ細やかな指
導の充実に努めている。

年間３０日以上の欠席者が 年間３０日以上欠席は、１月
末現在で６人、昨年同時期と
比較して４人減となっている。
引き続き家庭の協力をいか
にして得るかが課題である。


