
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

教
育
目
標

「目標方針」に
対しての全体
的意見

〇教育活動や
児童・保護者ア
ンケートによる
実態把握

〇「生きる力」を育成する
観点から、児童の実態や
保護者の願いに沿ってい
る。

4

・教職員によるA評価の割合が昨年度を大幅に上回った。学
校教育目標達成に向け、重点目標を常に意識して教育活動
に取り組んだ現れではないか。
・前年度までの小中一貫教育推進校としての取組をもとにし
て、「９年間の学びカリキュラム」を柱に地域や校種間連携を
一層推進してきた。保護者からも概ね高い評価をいただいて
いる。

○アンケートによる実態把握は有効。アンケートを活かす方策もカリキュラムに入れている。
○アンケート結果９割以上の児童・保護者が学校の取組を評価している。
○学校の雰囲気を通して、学校教育目標への取組の様子が伺える。
○初の合同運動会、小学生らしい姿、中学校へのあこがれも感じられ、とてもよかった。
□小中一貫教育については、鹿野の強み・良さを活用して推進できたらよい。
□「郷土を愛する」→地域で活躍されているたくさんの方々を紹介できるとよい。
□保護者の評価を上げてほしい。

A

児
童
観

「学校全体の
雰囲気」の全
体的意見

〇教育活動や
児童・保護者ア
ンケートによる
実態把握

〇学校の雰囲気が良く、児童
は楽しく落ち着いた学校生活
を送っている。
〇学校行事や児童会活動（縦
割り班活動等）を通して、豊か
な心を育む活動が展開されて
いる。

3

・教職員によるA評価は昨年度を大幅に上回ったが、児童に
よる評価はC評価が昨年度を若干上回っている。行事等で児
童は精一杯の頑張りを見せているが、一方で慌ただしさや負
担度を感じている児童がいるのかもしれない。教育相談にも
一層力を入れ、子どもの思いを受け止めていきたい。
・運動会や文化祭等、中学生と合同で行う行事を通じて、主
体的な取組に刺激を受け、中学生にあこがれをもつ児童もお
り、心の成長に繋がっている。

○小中合同での行事は大変よいことだと思う。子どもたちの一生懸命さを感じとられる。
○運動会、文化祭と中学生と合同で行うことについて、子どもたちが協力、工夫して実施でき
ていた。
○小中合同運動会への取組は、小学生としての成長や中学生へのあこがれが感じられる行
事として成功した。
○学校の雰囲気は明るくてよい。地域性が反映され、良好である。
○大きな声であいさつし、給食はほぼ完食。休み時間は学年混合で、元気に運動場で遊ん
でいる。とても伸び伸びとした雰囲気がある。
□９年間の育ちが児童・生徒、保護者に感じられるように、教職員の連携を進めてほしい。
□児童による評価が若干低いのが気になる。子どもたちは忙しすぎて振り回されているよう
に感じているのかも知れない。負担を感じているのかも知れない。コミスクとして考えていか
ないといけない問題だ。

B

学
習
指
導

 ◎「魅力ある
学校づくり」を
目指して、生
徒指導の３機
能を生かした
授業づくり

○共感的な人
間関係の育成
に力点を置いた
授業改善をめざ
した校内研修の
活性化
○チャレンジ目
標の推進
【毎日家庭学
習】

○分かりやすい授業が展開さ
れ、授業改善がされている。
○毎日、読書している。
○家庭学習の定着が習慣化
されている。
○児童はよく食べ・よく寝て、
健康な身体づくりをしている。

3

・「分かりやすい授業」の項目で、保護者、児童いずれも肯定
的評価が昨年度を大きく上回った。今後も授業改善を進める
とともに、学年のまとめとしての３学期の授業に全力を注いで
いく。
・家庭学習については、与えられた宿題についてはほとんど
の児童が毎日確実にできている。今後は自主勉強を含め、
家庭学習の質の向上を家庭と連携しながら取り組んでいき
たい。
・読書については個人差が大きい。意欲化・習慣化を図るた
めの仕掛けが必要である。

○保護者、児童の評価が昨年度を上回ったことは、学校の努力の成果だと思う。
○「分かりやすい授業」については改善が見られる。公開授業や、教室、学校の掲示物から
伺える。
○児童一人ひとりの個性や特性を理解し、その対応に家庭と連携しながら取り組んでいると
思う。
□読書の必要性を特に感じる。家庭で何か方策を考えなくてはならないのではないか。
□保育園での生活、活動等、小学校の先生方に知っていただき、よいところを継続して、鹿
野の子どもたちの特性を打ち出していけるとよい。
□教職員の評価が下がった理由が気になる。さらなる向上をめざしているなら評価できる。
□家庭学習の習慣については、まだまだ十分でないようで、努力が必要。
□少人数学級だからこその、個々の指導にも工夫を。
□中学校に進んでも継続できる学習習慣を身に付けさせたい。

B

生
徒
指
導

◎「静と動の
けじめのあ
る」元気な集
団づくり

○チャレンジ目
標の推進
【気持ちのよい
あいさつ】
【無言清掃】
○「いじめ防止
基本方針」に基
づいた、いじめ
の未然防止と
早期発見・早期
対応
【ゼッタイいじめ
ゼロ！】

○教職員は子どもを大切にし
て、厳しく、優しく接している。
○児童は清掃活動に熱心に
取り組んでいる。
○家庭、地域で子どもはよく
あいさつをしている。
○全教育活動における、豊か
な心の醸成に努めている。

4

・「一人一人を大切にした指導」「いじめのない学校づくり」「安
心・安全への配慮」の３項目で、教職員、保護者、児童のい
ずれも昨年度より肯定的評価が上回った。『安心・安全で楽
しい学校づくり』と『子どもにとことん寄り添う教職員』を常に
意識して取り組んだ成果として、大変喜ばしい。今後も地域
の信頼に応えられる学校であり続けたい。
・毎週金曜日に児童理解の会を開き、情報共有と対応につい
て協議し、組織としていじめ等問題行動の未然防止と早期発
見・対応に取り組んできた。
・あいさつについては児童の肯定的評価が昨年度を下回っ
た。児童による主体的な取組となるよう、働きかけていく必要
があると思われる。他のチャレンジ目標についても同様であ
る。

○肯定的評価が上回っていることは、取組がうまく理解され、伝わっていると感じる。
○いじめのない環境づくりに努力している。
○児童を大切にする指導や校外でのあいさつはきちんとできている。
○運動会では、メリハリのある活動を見せていただけた。
○子どもたちは周囲の大人たちの考え方や行動をしっかり見ている。そんな子どもたちから
信頼されていることが分かる。
○校内だけでなく、地域においても、子どもたちが周囲の方々にあいさつをしている姿を見か
ける。
□子どもにとことん寄り添う教職員。大切なことです。
□土日だけでもいいので、家庭での手伝いを何か絶対にやることを、チャレンジ目標に掲げ
たらどうか。
□あいさつの児童の肯定的評価の低下の理由は？
□児童の少人数化が進み、一人ひとりを大切にした指導が、より重要となってくる。
□少人数ゆえの長所と短所がある中、支持的集団づくりに努めてほしい。

A

連
携

◎CS「学校
運営協議会」
の推進

〇小中連携の
推進
〇地域人材の
積極的な活用
〇ＨＰや学校だ
より等を活用し
た情報発信

〇「CSだより」・「学校ＨＰ」
や「学校・学年だより」で学
校や児童の様子がわか
る。
〇教職員が地域行事や
PTCA活動に参加してい
る。

4

・学校HPを通して、学校の様子や地域、学校間の取組につ
いて頻繁に発信している。今後はアクセス数増につながるPR
をしていきたい。
・１１月全校朝会でCSについて学校運営、学校支援、地域貢
献の３視点からプレゼンを作成して児童に話した。１学期に
行った鹿野の未来像についての熟議を含め、子どもたちの
目が地域や学校を支えてくださっている大人に向きつつあ
る。地域を愛し誇りに思う子どもの育成に引き続き努めたい。

○学校・学年だより等で子どもたちの様子は非常によく分かる。
○６年生が参加した「熟議」については、中学生の姿を一緒に見ることができ、小学生のよい
手本となっていた。また、地域の方々の参加も多く、「わたしたちのふるさと」と考えていくきっ
かけになったと思う。
○地域の方々とレベルの高い話合いができている。
○学校間の協力や取組、地域人材の活用などがされている。
○学校から地域に積極的に関わっていこうとする姿勢が見受けられる。
○ＣＳは限られた時間だが、円滑に進行され、厳しい意見も出ており、充実した内容になって
いる。
○ＣＳも定着してきた。教職員とも顔馴染みになり、開かれた学校の姿が見られる。
□子育て中の保護者の方々へも、取組がうまく伝えられるとよい。
□ホームページの効果は？保護者は見ているか？
□地域の方は高齢者も多いので、ＨＰよりも新聞と一緒に配布される学校だよりが現状では
活用されている。
□地域づくりに学校は大切な存在であるから、地域側からは大いに学校との関わりを深め、
協働していくべきである。

A

資
質
能
力
の
向
上

 ○キャリアス
テージに応じ
た研修の充
実

○小中連携教
育を柱に教科・
学年・分掌でOＪ
ＴとoffJTを生か
した研修の充実

①小中連携の合同研修を
活性化し、教科・学年・分
掌間で相互のOＪＴが活性
化している。
②学校内外の研修会等に
積極的に参加している。

3

・小中合同研修を５回行った。１１月の道徳研究授業は念願
であったユニット型研修として行い教職員の資質向上に大い
に成果があった。次年度以降、参加者を更に増やし実践して
いきたい。互見授業や小中協働授業の取組は授業改善や人
材育成に繋がっている。
・旅費等の関係で先進校視察は実施できなかった。やまぐち
総合教育支援センター主催の講座や出前事業、市教委との
連携による外部指導者の招聘等で教職員の更なる資質向上
を図りたい。

○研修、運動会、文化祭などの連携を評価する。
○ユニット型研修では、授業者の努力と工夫の姿勢がうかがわれた。
□教職員は、外部（普段とは全く違う環境で仕事をしている企業等の）指導者の話を聞く機会
を増やすとよい。
□思いやり、感謝の心の育成を中心とした道徳教育を推進してほしい。
□互見授業とは？
□ユニット型研修の授業の評価は、教育現場関係者外の者には難しい。評価するポイントを
あらかじめ指示してほしい。
□小中連携の利点を活かし、９か年を見通した教育の推進について研修を深めてほしい。

A

業
務
改
善

○勤務時間
の適正化

○行事の精選
○時間外勤務
の状況の把握
と改善
【働き方改革の
実践】

①行事の精選や会議の効
率化が図られている。
②長時間勤務の削減につ
いて工夫している。
【メンタルヘルスへの配慮】

3

・年度当初、教務主任に業務改善の視点で教育課程の見直
しをするよう話した。会議のペーパーレス化や年間を見通し
た週時程の提示、行事終了後反省を生かしてすぐに次年度
行事の計画を立てる等、着実に改善が図られている。
・時間外勤務については、4月～12月までの平均が33.1hで、
昨年度同期の38.7ｈから5.6h削減できた(調査開始のH28年
度37.3hから10％程度の削減)。

○改善傾向にあることは取組の成果となっていると思われる。
□１日あたりの時間外勤務は１時間を超えないなど、更なる改善目標も検討してほしい。
□業務の更なる整理統合が検討できれば、継続した改善につながる。
□「これからの教師の働き方」について改善していくためにいろいろ試行してほしい。
□子どもたちとじっくり向き合える時間の確保がなされるべく、勤務業務改善が重要である。
□もっと推進してほしい。
□コミスクが非常に進むと行事や会議の資料づくり等々の雑用が増えることを心配する。

B

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

【知】確かな学力の育成と授業力向上⇔○学習規律の徹底　○学びの礎づくり（基礎基本の定着）　〇個別の学力向上プランの作成　○「わかる・できる」を実感できる授業づくり
　　　　［学力向上］　　　　　　　 　　　　　　○授業評価に基づいた指導の工夫
【徳・体】豊かな心と健やかな体の育成 ⇔○道徳教育の充実　○キャリア教育の推進　○豊かな心を培う活動の充実（読書活動・縦割り班活動）
　　　　 ［豊かな心］　　　　　　　　　　　　　　○チャレンジ目標の意識化・意欲化→地域づくり　○基本的生活習慣の確立　○食育・健康教育の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○基礎的な体力向上（鹿野小体力向上プログラム）の推進　○初の小中合同運動会の開催
【連携】コミュニティ・スクールの推進 ⇔　○小中一貫教育の推進 　○地域の優れた教育資源（人・もの・こと）の活用　　○「９年間の学びカリキュラム」の充実
　　　　［地域連携］　　　　　　　　　　　　　　○校種間連携（幼保小中の連携）の充実　○学校だより、学年だより、ＨＰ等による積極的な情報発信
【学校組織力】教職員個々の資質向上⇔○キャリアステージに応じた研修の推進　○初任者研修への全教職員の協力　　○校内研修の充実
         ［人材育成］                         　○綱紀保持と危機管理の徹底　○業務改善と教職員評価を生かした人材育成

【知】学習規律が身に付き、集中して授業に取り組むことができるようになった。個別の学力向上プランの作成と更新により、個に応じた指導を心がけるようになった。低位の児童の基礎学力の向上を図ること、上位の児童の学力を更に伸ばしていくこと
が課題。家庭学習の個別化・習慣化を図ること、質の向上を図ることが必要。
【徳・体】小中合同学校行事の開催で、中学生の取組を肌で感じることができた。年齢･性別に関係なく仲がよい。相手に優しく接することができる児童が多い。あいさつを含めたチャレンジ目標の意識化・意欲化を図ることが必要。
【連携】地域の協力を得て各学年で充実した取組ができている。取組についても周知できている。教育環境整備等で地域から多大なご協力をいただいている。学校と地域双方がwinwinの関係をいかに築いて行くかが課題（子どもや学校ができる地域貢
献活動地域行事への積極的な参加等）
【学校組織力】全教職員が常に『安心・安全で楽しい学校づくり』と『子どもにとことん寄り添う教職員』を意識して取り組むことができた。小中合同研修会は教職員の資質向上に繋がった。

【知】家庭学習の習慣化と質の向上（家庭学習の手引き作成、家庭との連携強化）。自主学習の奨励。児童の実態に応じた指導の工夫（個別の学力向上プランの更新・引継・活用　つまずきを予想した手立ての準備）。少人数のよさを強みとした個に応
じた指導。教師の授業力向上と授業改善。
【徳・体】基本的生活習慣の定着（早寝･早起き・朝ご飯、メディアルールの設定）。チャレンジ目標の意識化（チャレンジ週間の実施と振り返り）。読書の奨励（本の紹介、地域ボランティアの活用等）
【連携】異校種間連携強化（小中一貫教育の推進、幼保との連携強化）。「地域とともにある９年間の学びプログラム」の見直しと一層の充実。
【学校組織力】教職員同士の学び合いの促進（よいものを見て学び、工夫して自分のものにする）。小中合同研修会の継続実施（学校運営協議会委員の参加によるユニット型研修の実施等）

平成３１年度　周南市立鹿野小学校　学校評価書　　校長（ 岩 田 宏 明 ）

教育目標・・・郷土を愛し、楽しく学び続ける心豊かでたくましい児童の育成　～一人の社会人として自立するための基礎基本の定着～
学校経営方針・・・　①９年間で育てたい力の共有、小中合同研修の実践を通して校種間連携を推進し、児童が授業で「わかる・できる」を実感できる学びの礎づくりに努める。
　　　　　　　　　　　　 ②幼保小中の連携による体験活動や読書活動を通して、心の教育の充実をめざす。
　　　　　　　　　　　　 ③家庭・地域と連携し、生活習慣の確立と体力の向上に努める。
　　　　　　　　　　　　 ④ふるさとを愛する心を育て、地域の担い手としての意識を培うために、「地域と共にある９年間の学びのカリキュラム」を実践し、地域連携を推進する。
チャレンジ目標・・・・①毎日家庭学習に取り組もう　②気持ちのよいあいさつをみんなにしよう　③静かに掃除をして学校をきれいにしよう

○学校教育目標は、「生きる力」を育成するという観点から、児童の実態や保護者の願いに沿うものであり、全体的評価も高く良好な状況であるといえる。
○市指定事業の小中一貫教育の推進は、児童の落ち着いた学びや学校全体の雰囲気、更にはコミュニティ・スクールを核とした地域のネットワーク強化に繋がっている。取組を引き継ぎ、「地域とともにある９年間の学びカリキュラム」の一層の充実を
図っていきたい。
○地域で子どもを育てようとする意識が高まり、教育環境が地域全体に広がってきた。小中共通のチャレンジ目標（挨拶・掃除・家庭学習）の取組を学校・家庭・地域で協働し、地域づくりや地域の活性化に繋げていきたい。
○ユニット型研修など、地域を巻き込んだ授業公開を行い、子どもの学びに視点を置いた授業評価・協議を行うとともに、小中９年間の系統的・継続的な家庭学習の定着を促進していく。そのために、家庭学習の内容等について、児童や保護者に具体
的に示していく必要がある。
○ふるさとを愛する心を育てるために、「鹿野を知る・地域の人とふれあう・よさを情報発信する」という体験活動をキャリア教育と連動させて横断的に実施していく。


