
学校から 学校関係者評価委員から

2

課題解決の意欲を高めるために導入を
工夫したり、交流の目的を明確にした
りするなど、主体的・対話的で深い学
びを実現する授業改善に取り組んだ。

3.4

3
子どもが見通しをもって主体的に授業
に臨むために、算数科における単元計
画の作成に取り組んだ。

3.6

4
子どもが主体的・協働的に学ぶことが
できるように、学習規律などを掲示
し、その定着を図った。

3.4

5
家庭学習への取組を工夫して行い、学
習習慣の定着を図った。 3.5

それぞれの学級で、家庭学習の意欲が継続するような取り組みを行って
いました。今年度から、３年生以上は、全員毎日提出になりましたが、
子ども達の学習習慣の定着につながっているように感じます。保護者ア
ンケートでも、肯定的な回答が８７％でした。今年度は、「質より量」
をキーワードに、今後も指導を続けていきます。働き方改革にも留意
し、できるだけ負担にならない形の検証も続けていきます。

6

「がんばりタイム」や「朝学習」でeラ
イブラリーや個別のプリントなどを活
用し、個に応じた指導の充実に取り組
んだ。

3.4

「がんばりタイム」と「寿小タイム（学習タイム）」では、個に応じた
学習指導が効果的に行われていると考えます。①短時間で子どもたちが
集中できるようにすること。②どんどん自分のペースで行えるというこ
と。③教師による個別指導が行えるということ。この3点を意識した活
動になっていけるように各学級の状況を把握しながら進めていきます。

多様な学
び方によ
る学習へ
の意欲喚
起

7
ICT機器の使用方法について研修を行う
などして、ICT教育の充実に取り組ん
だ。

3.6
校内研修でICTを活用した授業実践の交流を行いました。今後も
校外研修への参加や他校のICT活用実践を参考にしながら，日々
の授業に生かし，ICT教育の充実を図っていきます。

連続性
のある
学び

教育的ニーズ
に応じた適切
な教育環境づ
くり

8

個別の支援を充実させるために、特別
支援コーディネーターからの定期的な
発信により、職員の情報共有を図っ
た。

3.8 3.8 Ａ
子ども達が安心して学校生活を送ることができるよう、
環境整備や支援の方法を教職員同士で共有できるように
していきます。

・今後も安心して学校生活を送ることができるよ
う継続して取り組んでほしいです。

・学校で行っている取り組みの一部を親にも共有できればいい
と思います。

・コロナの影響で活動が制限される中、工夫されていることに
感謝します。

重点目標に向かって学校行事や児童会活動、学級での活動に取り組んで
きました。児童の自己肯定感を高め、児童がお互いに尊重し合いながら
笑顔で様々な活動に取り組むことができるよう、各分掌や各学年で工夫
しながら学校教育を進めていきます。

協働的
な学び

個別最
適な学
び

個に応
じた学
習指導

3.33.2

Ａ

3.2 ・学校として明確な指針のもとで推し進められて
いてとてもよいと思います。

・家庭学習についてはまずは、やってみることが
大事でそれが継続につながると思います。

・子どもたちにICTをさらに活用させるために、
先生方の研修も頑張って下さい。また、タブレッ
トを家庭に持ち帰って活用しても良いと思いま
す。

目標項目

ねらい
を明確
にした
授業づ
くり

                        令和３年度    前期学校評価                  　寿都町立寿都小学校

　※数値は各設問の平均値とする。    点数：最高４点、最低１点、基準点2.5点　　　　　　　

3.5

Ｂ

保護者教職員
自己
評価

各項目に関わる状況・改善点など
アンケート項目

・子どもたちの学習意欲が高まるよう、今後も継
続して授業改善に取り組んでいってほしいです。

確
か
な
学
力
の
育
成

重点目標について

Ａ

1
子ども同士が互いに尊重し合い、笑顔
で学校生活を送るために教育活動を推
進することができた。

・校内全体で単元計画を作成したり、導入を工夫したりしなが
ら、授業改善に取り組むことができました。指導主事の助言を
もとに、指導と評価の一体化も進めることができました。保護
者アンケート、児童アンケートともに、肯定的な回答が９割近
くとなっています。今後も、校内全体で授業改善を進めていき
ます。
・年度当初に掲示したものが、そのまま風化し、風景と化して
しまっていることが多く見られるようです。「話の聞き方」に
ついても、昨年度からの継続で指導している面もあれば、まだ
まだ課題の残る面もあります。「貼って終わりにしない」こと
で、さらなる定着を目指していきます。

3.5

3.2

3.2



9
子どもが安心して生活するために、笑
顔の輪が広がる活動を促進し、お互い
を認め合う生徒指導に取り組んだ。

3.1F14:H21A1F14:H18F14:H18

各種活動の見える化を推進していく中で、児童にとって効果的な場所が
少なく掲示場所の工夫が必要と感じました。認め合いの土壌としての温
かな言葉遣いが本校にとって課題となっています。今後は、階段等で掲
示をしたり、校内放送の活用をしたりすることで、日常から視覚や聴覚
に訴えるような意識付けを行っていき、明るく穏やかに過ごす児童の姿
を目指していきたいと考えます。

10
図書コーナーの改善や図書委員会を中
心とした活動により、読書への意欲を
高め、読書習慣の定着を図った。

3.3

読書カードの内容を変更し、本の内容に興味を持てるように委
員会と協力しながら取り組みました。夏休み中に図書コーナー
の整理・配置替えを行い、さらに読書への意欲が高まる環境整
備に努めています。2学期から全学級で机の中に必ず本を1冊入
れる習慣（隙間時間読書）に取り組むことで、読書習慣の定着
を図っていきます。

11
ミニ研修を行うなどして、日常的に好
意に満ちた言葉がけに取り組んだ。 3.1

職員会議後のミニ研修は、時間がとれず学期に1回のみの実施で
した。今後は、1学期よりも多くできるようにしたいと考えま
す。

12
他者意識・集団の連帯感を育み、自己
肯定感を高める学級・学校行事に取り
組んだ。

3.2
遠足での学級ごとのレクリェーション活動や運動会での異学年での種
目、係活動への取り組みを通して、他者意識や集団の連帯感を育むこと
を意識して取り組んでいました。2学期も学芸会等の行事を通して自己
有用感や肯定感を育む取り組みを行っていきます。

13
体験学習を通して地域のよさや文化を
知ったり、キャリア教育へつながった
りする実践に取り組んだ。

3.6 3.4

総合的な学習の時間の年間指導計画も見直し、地域のよさを系
統だてて学べる工夫も行いました。CSコーディネーターの牛尾
さんに協力していただきながら、これまで同様に校外活動を行
い、地域のよさや文化を知ることができるように進めていきま
す。

主体的な
体力づく
りへの意
欲喚起

14

マラソンカードや縄跳びカードを工夫
したり、目標や到達度の見える化を
図ったりして、体力向上に取り組ん
だ。

3.5 3.6
子ども達が、やりがいを持って自分のペースで体力作り
を続けられるようにマラソンカードや縄跳びカードの取
り組みを継続していきます。

15

食育や熱中症予防、健康相談の取組な
ど、子どもが自ら健康に関心をち、生
活習慣を改善しようとする健康教育に
取り組んだ。

3.5 3.1

食育については、給食時間の見回りや給食に関するメモの配布
を継続し、給食や食事について発信します。また、給食指導も
随時実施します。中休みの１０分間などを活用し、子どもの実
態や時期に合わせたミニ保健指導を実施していきます。

16
地域と連携した避難訓練や防犯教室、
交通安全教室などを実施し、実行性の
ある安全教育に取り組んだ。

3.6 3.4

避難訓練や交通安全教室を実施しましたが、地域の方から自転
車の乗り方や公園の使い方について意見をいただいたのを受
け、学級指導と生活だよりで児童への指導、家庭への周知を行
いました。また、先生方で見回りをするなどして、改善するこ
とができました。今後も児童の実態に応じた安全教育を推進し
ていきます。

他者と
つなぐ

体験と
つなぐ

・校内の掲示物が年々増えていてとてもいいと思
います。引き続き、校内掲示を工夫し、子どもの
言葉使いが改善できるよう取り組んでほしいで
す。

・読書に親しませるために色々な対策を講じられ
ているのが伝わってきます。

・大人が子どもにおすすめの本を教えたらいいと
思います。また、その子の好きな物や趣味から本
を選べるといいと思います。

・読書については、興味を持たせることが一番大
変だと思いますが、いろいろな工夫を少しずつお
願いします。

・自己有用感や肯定感を育む取り組みについて
は、謙虚さの上に成り立たせることが大切だと思
います。

・今後もどんどん校外活動に取り組んで下さい。

自分と
仲間を
大切に
する指
導・実
践

自己肯
定感を
高める
指導・
実践

Ｂ

豊
か
な
心
の
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自立心
を引き
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健
や
か
な
体
の
育
成

3.2

子供の
成長や
学びを
支える
生活習
慣づく
り

・自転車の乗り方については、日常危険な場面が
見られるため、引き続き指導をお願いします。3.43.5

3.1

3.2

Ｂ

Ｂ

3.2

3.3



17
教師力・授業力を高めるために、日常
の授業実践に生かす研修の充実を図っ
た。

3.4

・ミニ研修を行いながら、教師力の向上に努めていくことがで
きました。先生たちの授業づくりへの熱意は十分だと思うの
で、あとは授業改善を行う時間の確保が課題となります。どの
ように業務を削減し、本来最も時間をかけるべきである「授業
づくり」に時間をかけられるようにするかを考えていきます。

・「相談しやすい職員室」「授業の話をする職員室」という雰
囲気が醸成されているように感じます。働き方改革の面から見
ても、今後も大切にしていきたい雰囲気です。

18
各種通信やホームページ等により、情
報を進んで発信し、保護者とのきめ細
やかな情報共有を図った。

3.6 3.3

教職員の評価に比べて、保護者の評価が低い結果となりまし
た。各種通信についてはさらに内容を工夫し、ホームページに
ついては、学校だより等でＱＲコードを毎月掲載しお知らせす
ることで保護者に見ていただくよう呼び掛けていきます。

19
校務用タブレットを活用したり、協
働・役割を明確にしたりするなど業務
改善を図り、働き方改革を促進した。

2.9

校務用タブレットを活用することで、会議や打ち合わせ、職員全体への
連絡などを効率的に行ったり、5時間授業の日を設定したりするなど教
師が子どもと向き合う時間の確保に努めてきました。しかし、多くの教
職員が多忙を感じており、さらに業務改善に取り組む必要があります。
今後は、働き方改革における話し合いをもち、「今すぐできること」
「引き続き取り組むこと」「今後検討するもの」に分けて整理し、業務
改善に取り組んでいきます。

20
学校は、地域や学校運営協議会と連
携・協働して学校運営に努めていると
思いますか。

3.3
地域や学校運営協議会との連携について保護者の皆様にさらに理解して
いただくために、ＣＳ支援活動をはじめとする体験学習や、学校運営協
議会の活動の様子などを学校だよりやホームページにより積極的にお知
らせしていきます。

信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り

組織マ
ネジメ
ントの
強化

温かく
活力あ
る組織
づくり

3.3

・授業以外にもやるべき業務が多く大変なことを
保護者にアピールしても良いのではないかと思い
ます。

・多忙さを改善させつつ教育の質を継続するのは
大変なことと思いますが、思い切った業務の見直
し・削減を考えてもいいのではないでしょうか。

Ｂ3.3


