
別紙様式

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域

重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準
達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

分かる・できる喜びを実
感する授業づくり

○学習の見通しがもてるめあての設定と共有化
○一人学び、充実したとも学びの時間の確保と工夫
○ＩＣＴを活用した授業の工夫
○校内での互見授業実施による授業力の向上

○ 教員・児童アンケート実施
・めあての共有化、ふりかえり活動を毎時間行っているか。
４　評価９０％以上
３　評価７５％以上～９０％未満
２　評価５０％以上～７５％未満
１　評価５０％未満

・年間授業公開での授業参観回数
４　年間３回以上　　　３　年間２回
２　年間１回　　　　　１　年間０回

3

  今年度は、教師と児童のＩＣＴの活用技術を高めるために年間を通して研修を進めて
きた。ＩＣＴの活用技術は高まったが児童の表現力を高めるまでには至っていない。
よって、今後も継続的に研修に努める必要がある。朝の学力向上タイムで、「やまぐち
学習支援プログラム」の他、基礎的な語句などを復習するプリントを活用したり、条件
作文等に取り組んできた。教員アンケートでは、「めあての共有化、ふり返り活動」を
毎時間とまではいえずとも、だいたい行っているのが９０％であった。授業参観回数
は、全教員２回以上行った。

ＩＣＴの研修をしつつ、基礎学力を高める学習に
もしっかりと取り組むとよい。教科や内容、個人
に合った反復練習に取り組むとよい。

Ｂ

読書習慣の定着 ○保護者、地域、幼保中と連携して取り組む読書活動
　・うちどく
　・読書郵便
　・図書だよりの発行
　・目標冊数（低７０冊、中５０冊、高３０冊）

○地域・保護者への発信年間実施回数
　４　年間４回以上実施
　３　年間３回実施
　２　年間２回実施
　１　年間１回実施

○読書達成率
　４　９０％以上
　３　７５％以上９０％未満
　２　５０％以上７５％未満
　１　５０％未満

2

 今年度も長期休業を活用して、各家庭の協力の下、うちどくに取り組んでいただい
た。また、家庭や地域の方に向けて読書郵便にも取り組んだ。読書冊数目標がある
ことは、子供たちの励みにもなっている。しかし、個人差が大変大きく、達成した子も
いるが、ほとんど読んでいない子も多い。そこで、３学期から朝学で読書の時間を増
やしたり、家庭学習で宿題にしたりして読書に親しむ時間を意識的にもてるようにし
た。今後も、読書への関心がもてるように図書だより等で読書の楽しさを伝えていきた
いと思う。読み聞かせは、定期的に開催することが難しかったが、３回行うことができ
た。

児童だけでは読書習慣が身に付きにくいため、
各家庭で保護者も一緒に児童と読書に取り組
むとよい。また、学習意欲を向上させるために
も学校での様子を各家庭が聞くとよい。

Ｂ

基礎基本の定着 ○南小学び
　・定期的なふり返り
○学力向上タイム
　・曜日ごとに全校で取り組む教科を設定し、課題となる内容にくり返し取
り組む。
　・ミニ作文取組の継続

○アンケート実施
・南小学びの定着度（７、１２，２月)
　４　評価９０％以上
　３　評価７５％以上～９０％未満
　２　評価５０％以上～７５％未満
　１　評価５０％未満

3

南小学びでは、家庭学習や読書の取り組みに課題を残している。学年にあった宿題
においても個人差があることから、量の調整が難しいこともある。そのため、自主学習
への取り組みを継続してきた。しかし、自主学習になるとやることに悩む児童も少なく
ないことから、自主学習のよりよい取り組みを紹介してきた。また、自分の苦手な内容
が分かり、苦手な問題に積極的に取り組む意欲や態度を高めていけるよう指導してい
く必要がある。さらに、学力向上タイムでは、読書の時間を増やすなど、本校にあった
取り組みにすることができている。

学力向上タイムでの取り組みを継続的に行うと
よい。また、タブレットのドリル学習を活用してい
くことで、学力を高めていくと良い。南小学びに
ついては、個人差が大きいため、引き続き個別
対応をすることでよりよい家庭学習になることを
期待する。

Ｂ

気持ちのよいあいさつ ○お先にあいさつ（チャレンジ目標）の実践
○集会委員会によるあいさつ運動の推進

○児童（登校班の正副班長）アンケート実施
・朝のあいさつの定着度
　４　評価９０％以上
　３　評価７５％以上～９０％未満
　２　評価５０％以上～７５％未満
　１　評価５０％未満

3

集会委員による毎朝のあいさつ運動は、本年度も実施できた。委員会児童の働きかけに、児童
は応えていた。自分から積極的に、お先にあいさつ、には課題が残る。
　集会委員の活動として、学校生活全体でのあいさつの取り組みを自己評価したり（あいさつ週
間の設定）、ポスターを作って、よりよいあいさつを呼びかけたりした。

自分から進んであいさつする子もいる。放課後
等遊んでいるときにも、見守り隊の方を見つ
け、挨拶する子もいる。集会委員会の児童の朝
のあいさつ活動は、子ども相互のあいさつする
姿につながっている。引き続き、あいさつ活動
の継続が望ましい。

Ｂ

安全意識の育成・向上 ○危険予知学習（KYT）の実施
　→避難訓練時
○交通安全意識の向上
　→・交通ルールの確認（集団下校の会）
　 　・安全マップづくり（４年生）

○ KYTの実施状況（学期に１回以上実施）
　４　年間４回以上実施
　３　年間３回実施
　２　年間２回実施
　１　年間１回実施

4

避難訓練時（年間３回）に県の資料を使い、共通の危険予知学習（ＫＹＴ）を各学級ごとに実施し
た。日常の学校生活においても、登下校、廊下歩行等子どもたちの様子に合わせて、危険予知
と安全教育を行い、全学級とも４回以上実施した。
本年度も、見守り隊の方々の協力の下、４年生が安全マップを作成した。毎年、４年生が作成す
ることで、校区内の安全について改めて意識できるようになっている。集団下校実施の際に
は、安全な下校を意識できるよう、話をした。

危険予知学習（ＫＹＴ）の継続的な実施により、
発達段階が進むにつれて危険に対する気付き
も多くなってきている。
下校時には、男女関係なく元気いっぱいの姿
が見られる。声をかけると安全に下校できるこ
ともあるが、引き続きの指導が必要である。

Ｂ

よいとこみつけ（自己肯
定感の向上）

○人権意識の育成
○フレンズ班活動の実施
　異学年交流
　→帰りの会でのふり返り
　　火曜日「こころのふり返り」

○「こころのふり返り」の記入状況（よいところみつけの把握）
・「よいところを見つけて（記入して）いる」
　４　年間６回以上実施
　３　年間５回実施
　２　年間４回実施
　１　年間３回実施

4

毎週火曜日に実施の「一週間のふりかえり」アンケートにある、友達のよいところ見つ
けの項目には、ほとんどの児童が毎回記入している。帰りの会での「（友達の）よいと
ころみつけ」の発表と合わせ、ふり返りアンケートに記入された内容を児童に広めてい
くことで、さらに自己肯定感の向上につなげていきたい。
本年度は、フレンズ（縦割り）班活動が、ほぼ予定通り実施できた。班清掃や集会活
動を通して、発達に応じた交流ができた。

子供の視点で気付くよさを子どもたちに広げて
いくことで、児童相互の自己肯定感が育成でき
るだろう。誰かが見てくれているという気持ち
が、児童のよいところにつながっていくのではな
いだろうか。
本年度はフレンズ（縦割り）班活動ができて、よ
かった。来年度も実施できるよう工夫してほし
い。

Ａ

規律ある生活習慣の定着 ○早寝・早起き・朝ご飯の推進
・生活チェックカード
・３０分　体を動かす
・○○デーの取り組み（家族との関わり）
・衛生検査（月ごとに、項目を決めて振り返る）
・養護教諭の保健指導（身体測定時を活用する）

○児童・保護者・教員アンケート実施
・生活チェックカード、衛生検査
　４　評価９０％以上
　３　評価７５％以上～９０％未満
　２　評価５０％以上～７５％未満
　１　評価５０％未満

・保健指導の実施回数
４　年間６回以上　　　３　年間４回
２　年間２回　　　　　　１　年間１回

3

生活チェックカードでは、早寝７３％、早起き９５．５％、朝ご飯９８．８％という結果で
あった。３点の平均値を出すと８９．１％になるため、評価は３とした。衛生検査でも、
早寝の評価が低かった。児童に聞くと、「習い事で遅くなった」、「遅く寝ているのが日
常的になっている」ということが分かった。早寝の良さをもう少し発信する必要もある
のかもしれない。
今年度の保健指導は、身体測定時（６月、９月、１１月、１月、２月）に養護教諭から「メ
ディアと睡眠の関係」や「手洗い」などを行った。２学期の始業式では、感染症予防の
観点から養護教諭から再度「手洗い」「換気」など、全校に向けて指導も行った。外部
指導では、１年「手洗い指導」「ウン知育」、２年３年「歯ブラシ指導」４年「おなかの菌
学」なども行った。３年生以上では、保健学習もできている。総合的には、全学年で年
間６回以上行っているので評価としては４である。２項目の評価を見て、達成点は３と
する。

生活チェックが平日であることもあり、早起き、
朝ご飯はよく取り組めている。共働きの家庭が
多い中、早寝の生活習慣改善は難しいところも
ある。しかし、早寝のよさについて発信すること
は大切なことなので、今後も繰り返し指導が必
要である。引き続き、生活チェックで、早寝・早
起き・朝ご飯の推進を継続してほしい。また、保
健指導についても、家庭で子どもたちが話題に
することもあり、内容がよく伝わっていると実感
しており、継続していくとよい。

Ｂ

運動に親しむ資質・能力
の向上

○外で遊ぶ習慣
・外遊びの企画・実行
・フレンズ遊び
・委員会による全校遊び、遊び方紹介
・体育科の授業改善

○児童・保護者・教員アンケート実施
・外遊び状況調査
　４　評価９０％以上
　３　評価７５％以上～９０％未満
　２　評価５０％以上～７５％未満
　１　評価５０％未満
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外遊びの習慣が身に付いているか（児童）：87％
体を動かすことが好きか（保護者）：７４％
体育の時間の中で意識して体力向上のための時間を確保するようにしている（教職
員）：７８％
３者の評価の平均を出すと７５．３％のため評価は３にした。学校生活の中では、昼休
み・業間に外で遊ぶ児童が決まっているようにも見受けられるため、委員会の５，６年
生に外遊びの企画（遊びの紹介）にも取り組んでもらった。児童からの呼びかけで、
多くの児童が参加していた。その中でも、コロナ禍の状況もあり、フレンズ遊びを例年
通り行うことはできなかった。

コロナ禍でフレンズ遊びの回数が減り、子供た
ちが楽しみにしている他学年交流が減ってし
まった。外遊びの習慣が身に付いていない児
童も、クラス遊びやフレンズ遊び、委員会外遊
び企画の時には、外遊びに参加をしており、今
後も可能な限り、外遊びの習慣化が身に付くよ
う教員や委員会活動などで外遊びの推進をし
てほしい。

Ｂ

食育の推進 ○マナーに気をつけて食事をする推進
・教育場面での食育指導
・給食時の一口メモを生かした指導
・給食指導
・給食センターから出ている月目標を広める
・外部講師を招いての食育指導
・家庭科の授業

○児童・保護者・教員アンケート実施
・受魚の実施、給食の様子
　４　評価９０％以上
　３　評価７５％以上～９０％未満
　２　評価５０％以上～７５％未満
　１　評価５０％未満

3

マナーに気をつけて食事をしている（教職員）９３％、（保護者）７６％、（児童）９３％
平均では、８７．３％なので評価を３とした。しかし、アンケートでも、どの立場でも「少し
そう思う」という方が多く、きちんとマナーが身に付いているとは言いがたい。気をつけ
ることはしているが、身に付くまでの指導も考えないといけないと感じた。コロナ禍で年
間通して、教室給食であったので、各教室での指導が主である。各教室での課題は
違うが、「食器の置き方」「はしの使い方」「食器をもって食べる」など、児童の実態に
合わせて指導をしているところである。
授業では、学校栄養教諭の授業を１，２、６年生を行った。３年生は、カルビーからの
外部講師を招いての授業を行うなど、授業も取り組んでいる。

ランチルーム給食では全校での指導を行って
いたが、コロナ禍で年間通して教室給食だった
こともあり、マナーに気をつけて食事をすること
について評価規準が難しい。外部講師や学校
栄養教諭の授業で、より食習慣について深める
ことができた。食時間をより豊かにするために
も、食に対する感謝の気持ちをしっかりと育て
ていってほしい。

Ｂ

学校の組織等

環境整備
地域連携

日常的な業務

業務の効率化

勤務状況

勤務の適正化
健康管理

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

○アンケートの実施
・具体的方策の実施率
　４　５項目実施
　３　４項目実施
　２　３項目実施
　１　２項目未満の実施

保護者、地域と連携した合同安全点検や草刈作業や剪定をを行うことができた。西側
プール裏の整備も地域の方が中心になって作業していただき、環境整備を進めること
ができた。また、今年度は、感染症対策を十分した上で、校外学習の引率など学習支
援を多くしていただき、学習効果を高めることができた。さらに昨年度に続き、中学年
による花の栽培を行い、見守り隊の方々に花をプレゼントするなどの地域貢献活動も
実施した。今後は、コミスクルームの整理整頓を行い、地域の方々と児童が交流でき
るスペースづくりを進めていきたい。

◎あいさつ日本一の学校をめざす
　①チャレンジ目標の定着（お先にあいさつ、こつこつ勉強、どんどん外遊び）・・各プロジェクトによる具体的な取組
　②道徳教育の充実・・・・・「いのち」をキーワードとした教育実践の展開、道徳授業の改善、授業以外でも道徳性を養う、教師の人権感覚を磨く
　③連携の強化・・・・・・・学校運営協議会、幼保小こ中連携、地域協育ネットの取組
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今後も地域住民と共に活動する機会を設けるこ
と。地域の拠点として住民の参画を促す取り組
みへとつないでほしい。そのために、コミスク
ルームを整備し、いろいろなことができるよう整
理整頓を進めること。子供や保護者、地域住民
が集いやすい場にしてほしい。

行政と連携して学校の負担を減らすため
の取り組みを地域からも声を上げて、促し
ていきたい。

意識改革が必要である。メリハリをつけた
業務を行ってほしい。今後も働き方改革を
進めていってもらいたい。

Ａ

令和３年度　周南市立福川南小学校　学校評価書　　　　　　　　　　校長（佐野　英之）

　◎夢をもち、心豊かにたくましく生きる南っ子の育成
　　○めざす学校像・・・活力のある学校、温かい学校、美しい学校
　　○めざす児童像・・・根気よい子ども（知）、心の美しい子ども（徳）、たくましい子ども（体）
　　○めざす教師像・・・学び合う教師、情熱をもち挑戦する教師、心豊かな教師

【学力向上】
　・コロナ禍で様々な制約の中、工夫しながら教育活動を展開している。また校内研修を充実させ、全職員が意識して、実践につなげている。読書教育は、家庭も巻き込んだ取組を展開することができている。
　・ＩＣＴの効果的な活用を含め、授業力向上が学力向上につながるようにしなければならない。また「南小まなび」を含め、小中連携(９年間の学び)の継続指導が課題である。さらに地域連携を安全かつ積極的に推進することも課題である。
【人間関係づくり】
　・振り返りやよいところ見つけを行うことで、全体的に自己肯定感の高まりがみられる。また、進んであいさつをする児童が増えいる。
　・小さなトラブルがいじめにならないよう児童同士や児童と教師とのよりよい人間関係づくりは課題である。また、交通安全に関して意識が低い児童がいることも課題である。相手を意識したあいさつ活動の充実も進めていく。
【健康づくり】
　・小中連携の「生活チェックカード」の活用によって、生活習慣の改善がみられる。また学級担任と栄養士が連携し、食育授業や日々の声かけ等を続けることで給食の残食が減った。昼休みはほとんどの児童が元気に外で遊んでいる。
　・昨年度はコロナ禍で全校で行う行事や遊びが実施できなかったが、状況を見て実施していきたい。ゲームやテレビ、睡眠等についての家庭での過ごし方に関しては、依然として課題が残っている。
【業務改善】
　・ノー残業デーを設定し、意識して業務を効率よく進めることができている。合同安全点検では、地域・保護者とともに校内の危険・老朽箇所を点検することができた。
　・保護者・地域が参画する教育現場の業務改善によって、教職員が児童に向き合う時間を確保したり、学校が地域の拠点として機能するような取組を行うことが課題である。
◎各プロジェクトの取組としては次の通りである。
・学力向上プロジェクト・・・振り返りについて全職員が意識して、実践することができた。今年度も授業力向上及び学力向上に向けた小中連携(９年間の学び)や読書活動の充実を進めていく。
・人間関係づくりプロジェクト・・・児童の委員会活動を中心に相手を意識したあいさつ運動を進める。また安全教育の推進を図る。さらに自己肯定感が高まるような取組を進めていく。
・健康づくりプロジェクト・・・生活習慣の定着のために小中９年間の見通しをもち、小中の課題を共有した実践が重要であることが共通理解できた。体力の向上や食育の推進も合わせて行っていく。
・学校事務プロジェクト・・・地域・保護者とともに校内の様々な危険・老朽箇所を点検できた。地域・育友会（家庭）を巻き込んだ教育現場の業務改善で、教職員が児童に向き合う時間を確保していきたい。

 ○時間外業務時間が月４０時間以内の人数比率（月平均）
　４　達成率８０％
　３　達成率６０％以上～８０％未満
　２　達成率４０％以上～６０％未満
　１　達成率４０％未満

○口座振替１００％達成状況
　４　達成率１００％
　３　達成率９７％以上～９９％未満
　２　達成率９５％以上～９７％未満
　１　達成率９４％未満

学

力

向

上
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○学校の安心・安全のための環境整備
・学期に１回、地域・保護者・教職員による合同安全点検の実施
・教職員による毎月１回安全点検の実施
・安全点検後の担当者による巡回
・おやじの会やコミスクと連携した環境整備
○教育資源の活用
・地域・育友会との連携
・地域貢献の取組（花作りなど）
・コミスクルーム（育友会室）の活用
・学校情報の発信

○教職員の健康管理への配慮
　・ノー残業デーの実施（月１回程度）
　・時間外業務削減に向けての取組
　・年休取得促進に向けての取組

【学力向上】
　・感染症対策を施しながら教育活動を工夫して展開できた。またＩＣＴに関する校内研修を充実させ、全職員が実践を行い、授業改善につなげることができた。読書教育は、家庭、地域も巻き込んだ取組を展開することができた。
　・ＩＣＴを活用して授業力の向上を図り、学力向上につなげたい。『南小まなび』を含め、小中連携(９年間の学び)の継続指導とコロナ禍での地域連携を積極的に推進することが課題である。
【人間関係づくり】
　・継続的に振り返りやよいところ見つけを行うことで、全体的に自己肯定感の高まりがみられる。また、進んであいさつをする児童が増えている。高学年になるほど危機意識が向上しているようである。
　・いじめに関しては今後も全校体制で絶対に許さない取組を継続させていく。交通安全に関して意識が低い児童がいることが課題であり、安全教育をより一層充実させていく。また相手を意識したあいさつも課題である。
【健康づくり】
　・メディアとの接し方について、委員会の児童が主体的に発信することで、全校的な意識を高めることにつながった。コロナ禍での保健指導の充実を図ることができた。
　・食事のマナーや早寝早起き等に関する家庭での過ごし方に関しては、依然として課題が残っているので、啓発を行って改善に結びつけたい。
【業務改善】
　・ノー残業デーの設定や教職員の意識の向上により、時間外在校等時間がやや減少した。合同安全点検では、地域・保護者とともに校内の危険・老朽箇所を多くの視点から点検することができた。
　・保護者・地域が参画することにより学校教育現場の業務改善が図れたり、コミスクルームを整備して学校が地域の拠点として機能するような空間や取組等を行うことが課題である。

【学力向上】
　・ＩＣＴを活用した授業づくりや家庭学習等をおこない、基礎基本をどの児童も身に付けられるような校内研修の継続と蓄積を行う。また、外部講師や地域の方等を交えた「ユニット型研修」を実施することで研修を深めていきたい。
　・読書教育についてさらなる充実と『南小まなび』の徹底を図っていきたい。
【人間関係づくり】
　・「あいさつ運動」を家庭・地域と連携し、あいさつの輪を広げて地域全体の取組としてより充実させていきたい。そして地域全体でよりよい人間関係づくりを進め、いじめを許さない「いのち」を大切にした学校づくりを行いたい。
　・適宜授業でＫＹＴを推進することで、予測する力、判断する力を育て、安全意識を高めていきたい。また、中学校区での総合的な避難訓練が実施できるとよい。
【健康づくり】
　・今後も小中９年間を見通した「生活チェックカード」を有効活用し、保護者へ向けて情報発信を行い、生活習慣の見直しと改善を継続的に推進していきたい。また体力や柔軟性等の向上も積極的に行っていきたい。
　・栄養教諭の専門的な知見を加えて食育に関する評価の見直しを図り、家庭･地域と連携した取組を実施していきたい。
【業務改善】
　・保護者や地域、そして子どもの視点も加えた学校安全の実践を今後も継続していきたい。また地域と共に作り上げる取組をコロナ禍でも工夫しながら計画・実施していきたい。
　・引き続き口座振替による集金１００％やＩＣＴを活用した会計及び文書管理の簡易化、ノー残業デーの実施等、業務の改善と効率化を継続して行い、教職員が児童と向き合う時間をさらに増やしていきたい。
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学年会計で、役割を分担し、複数の目で適正に執行できる体制づくりを行った。加え
て、業者への支払い方法を振り込みに変えるなど、事務の効率化を図った。今後も効
率化を進め、児童と教職員が向き合う時間の確保に努めたい。あわせて口座振替率
１００％に向けても取り組んでいきたい。

今年度は、時間外在校等時間の毎月の記録を職員に配布することにより、各職員が
意識して、時間外業務を減らすことができた。また、ノー残業デーについても行事予
定に明記して、周知に努めた。今後も同様の取組を行うとともに、プロジェクトによる
校務の協働を推進し、業務の軽減に努めていきたい。加えて、年休取得促進のため
に、日頃から声かけなどを行っていく。

○教職員が児童と向き合う時間確保の事務の効率化
　・学校徴収金事務の適正な処理
　・学校徴収金事務の工夫による効率化
　・口座振替１００％（現金児童０名）にするための取組

Ｂ
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