
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

言語活動の充実

・めあてーコミュニケーションー振り
返りを意識した授業づくり
・授業の準備（主眼・発問・板書）
・読書活動の推進
・学び合う授業の実践

（学校評価）児童生徒の
　４：分かりやすい授業実践の評価９０％以上
　３：分かりやすい授業実践の評価７０％以上
　２：分かりやすい授業実践の評価５０％以上
　１：分かりやすい授業実践の評価５０％未満

3

・肯定的評価が90％を超えたが、昨年度と比較する
と6ポイント下回った。「落ち着きのある学習活動」の
項目も昨年度と比較して10ポイント近く下回った。コ
ロナ禍で授業進度を速めざるを得なかったことが影
響しているのではないかと思われる。

学力の向上

・個別の学力向上プランの更新と
活用
・ICTの日常的な活用（大型ディス
プレーやタブレットの活用）
・「家庭学習の手引き」の作成と共
通理解

　４：県学力定着状況確認問題正答率９０％以上
　３：県学力定着状況確認問題正答率７０％以上
　２：県学力定着状況確認問題正答率５０％以上
　１：県学力定着状況確認問題正答率５０％未満

3

・コロナ禍で県学力定着状況確認問題は未実施。
・更新した個別の学力向上プランは個人カルテとして
次担任へ引き継ぐことが必要である。
・ICTを頻繁に活用して授業を行っている。高学年で
は児童がICTを活用する力も確実に育ってきている。

いじめのない温かな
学校・学級づくり

・教育相談・支援体制の充実（生活ア
ンケートの実施・ＳＣとの連携等）
・道徳教育の充実
・キャリア教育の推進

（学校評価）児童生徒の
　４：いじめのない学校づくり評価９０％以上
　３：いじめのない学校づくり評価７０％以上
　２：いじめのない学校づくり評価５０％以上
　１：いじめのない学校づくり評価５０％未満

4

・昨年度と比較してC評価が5ポイント増えたが、保護
者評価は肯定的評価が昨年度を10ポイント近く上
回った。児童同士の軽微なトラブルはあったが、その
都度双方の話をよく聞き、家庭連絡を含め確実に対
処してきた。児童理解の会やいじめ対策委員会等
で、教職員での情報共有を行い、全教職員で指導に
当たってきた。

チャレンジ目標の徹
底

・チャレンジ目標の意識化（児童による
主体的取組）
・先取りあいさつの推奨
・保護者や家庭教育支援チームとの連
携

（学校評価）児童生徒の挨拶・家庭学習・掃除の習慣の

　４：平均達成率９０％以上
　３：平均達成率７０％以上
　２：平均達成率５０％以上
　１：平均達成率５０％未満

3

・挨拶・掃除に関しては児童アンケートの肯定的評価
は昨年度を若干下回ったが、保護者評価では、昨年
度を若干上回った。
・家庭学習の習慣化は、教職員・保護者・児童アン
ケートいずれの結果からも課題として残る。

保護者に信頼される
学校運営

・学校便り、学年便り、ホームページ等
による積極的な情報発信
・安心安全への十分な配慮
・連絡を密にする
・PTA、PTCA活動での協働

（学校評価）保護者の
　４：学校と保護者の連携についての評価９０％以上
　３：学校と保護者の連携についての評価７０％以上
　２：学校と保護者の連携についての評価５０％以上
　１：学校と保護者の連携についての評価５０％未満

4

・「安心安全への配慮」「一人一人を大切にした指導」
の項目で保護者の肯定的評価が98％を超えた。昨
年度と比較してもA評価が14～15ポイント増加。『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』を合言葉に取り組んできた結果としてと
ても喜ばしい。

ＣＳ３機能（学校運
営・学校支援・地域
貢献）の充実・深化

・一層の小中連携と地域を巻き込んだ
教育活動の推進
・地域人材の活用
・「９年間の学びカリキュラム」に沿った
体験活動と横断的な学びの展開

（学校評価）保護者の
　４：他校や地域との連携についての評価９０％以上
　３：他校や地域との連携についての評価７０％以上
　２：他校や地域との連携についての評価５０％以上
　１：他校や地域との連携についての評価５０％未満

4

・「保護者と連携したPTCA活動」「地域とともにある学
校づくり」の項目で、A評価が昨年を10ポイント程度
上回った。コロナ禍で活動が制限される中、逆に保護
者や地域の方々の温かさを実感し心強く思う一年に
なった。

教職員のキャリア
アップ

・初任者研修への全教職員の協力
・隣学年体制の強化（授業交換・合同
授業）
・教職員評価の活用
・ＯＪＴによる資質向上
・ＣＳの取組への参画

　４：十分達成できている
　３：おおむね達成できている
　２：やや不十分
　１：不十分

4

・放課後の職員室で生徒指導や学習指導について雑
談しながら情報の共有や学び合いをすることができ
ている。ベテラン、若手関係なく互いに意見を言い合
える雰囲気があり、授業力の向上や人材育成に繋
がっている。

授業力の向上
（授業改善）

・「主体的・対話的で深い学び」を意識
した授業の実践
・「できる・わかる」授業のための校内
研修の活性化
・互見授業やユニット型研修の実施

　４：一人一授業公開の実施率１００％
　３：一人一授業公開の実施率８０％以上
　２：一人一授業公開の実施率６０％以上
　１：一人一授業公開の実施率６０％未満

4

・研修計画に基づき、小中の互見授業を実施。参観
者は授業参観アンケートで授業者に授業改善に繋が
る意見や感想を伝えるようにしている。２学期からは
研修主任の提案で、互見授業の後に放課後ミニ研修
会が自発的に実施されている。

綱
紀
保
持

不祥事の根絶

・綱紀保持研修の計画的な実施
・不祥事根絶についての定期的な
注意喚起
・危機管理の「さしすせそ」の徹底
・風通しのよい職場の環境づくり

教職員による不祥事発生の状況
　４：なかった
　３：インシデントがあった
　２：軽微な事件・事故があった
　１：重大な事件・事故があった

4

・『一人で抱え込まない・抱え込ませない』ことと『報
告・連絡・相談体制』を重点に、不祥事を絶対に起こ
さない職場づくりに努めてきた。
・他県や過去の事案をもとに、不祥事を他人事では
なく自分事として考える研修を実施した。

○明るい職場作りに努めてほしい。明るい職場によって綱紀が保たれているのだと思う。職員の
変化に気づける人間関係を。
○地域の人、ものも活用して日常の勤務から開放される時間を大切に。
○不祥事には日頃の指導と児童とのコミュニケーションが大切。
○学校訪問時の職員の対応がよい。

Ａ

学校の組織等

メンタルヘルスへの
配慮

日常的な業務

会議時間を短縮する

勤務状況

時間外業務時間削減

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策
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○前向きな取組がうかがえ継続してほしい。
○常に客観的に見る目が大切。主体的・対話的で深い学び、学び合いなど、事前準備が大変だと
思うが大切な学びだと思う。
○常に問題意識を持って取り組んでいる姿勢に頭が下がる。
○授業で「分かる、できる」のために職員間での情報共有や研修活動が、少しずつ児童の学力往
生につながっている。
○ＧＩＧＡスクール構想により更なるＩＣＴの活用が求められている。担当者や先駆的に取り組んで
いる職員に負担が偏らないように。
○生徒指導や学習指導に対する児童理解アンケートが評価される。
○個々の職員の負担に配慮しながら取組を継続してほしい。

Ａ

○タブレット学習が学力向上にどう影響するのか期待したい。また、コロナの悪化にも対応できる
タブレット学習の推進に期待する。
○ＩＣＴの活用はこれからは必須だが、ＳＮＳから流れてくる情報の真偽の確認など課題も多く、教
育の大切さを感じる。
○個人カルテの作成は素晴らしい取組で、活用してほしい。
○学年初めの長期休業に伴い、学校からの課題はあったとはいえ児童差があって再開後も苦労
したのでは無いだろうか。
○コロナ禍において限られたスケジュールの中で消化していくのは困難であったと思われる。未到
な部分があったとしても、取組は評価される。
△コロナ禍の中、少し落ち着きのなさを感じるが、少しずつ取り戻してほしい。
△宿題の量を増やしても良いのでは。
△保護者評価のほとんどが教職員評価を下回っているのが気になる。
△次年度もコロナ対策が予想され、本校にあった取り組みを進めてほしい

3

Ａ

○集計結果から保護者と学校との信頼関係の良好さがうかがえる。
○こどもにとことん寄り添う教職員の姿、多忙な中で大変だと思うが継続してほしい。
○安心安全への配慮、地域と共にある学校つくりについてとてもよい印象がある。
○ＨＰが頻繁に更新され、更新を楽しみにしている。日々の様子がよく分かりとても良い。
○情報発信が素晴らしく楽しく見ている。
○コロナ禍で行事などが減ったが、その中での保護者や地域との連携は取れていると思う。
○地域の人材として委員をもっと活用してほしい。作業だけでなく、歴史、文化財、動植物や環
境、産業等手伝えることが多くあるので。
△コロナ禍で十分な地域からの支援が出来ず残念であった。
△学校運営について教職員より保護者の評価が全般に低いのが気になる。
△学校運営に概ね理解を頂いているが、保護者の７０％、児童の６０％の数値を引き上げる具体
的な方策を進めることで更に信頼される学校に。

B

スローガン「学びの礎づくり！～小中一貫教育を軸に、９年間の育ちを家庭・地域と共有して～」
【学力向上】確かな学力の育成と授業力向上⇔○学習規律の確立と基礎基本の定着　○「わかる・できる」を実感する授業づくり　　［教育課程・学習指導］
【健康な心と体】豊かな心と健やかな体の育成 ⇔○心を開き、磨き、伝え合う教育活動の充実　○自他の健康と体力向上　　［生徒指導］
【連携・協働】コミュニティ・スクールの推進 ⇔○地域と連携・協働した教育活動の推進　○校種間連携（園小中連携）の充実　　［家庭・地域との連携］
【人材育成】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充実　○綱紀保持と危機管理の徹底　　［人材育成・授業力向上・綱紀保持］

・学校再開後から２学期末までの時間外業務時間の
平均は、29.5ｈで、昨年度２学期末時点の平均33.1H
から3.6ｈ削減できている。

・メンタルヘルスに配慮した職場づ
くり
・労働安全衛生管理体制の整備

　４：勤務時間以内の会議実施率１００％
　３：勤務時間以内の会議実施率８０％以上
　２：勤務時間以内の会議実施率６０％以上
　１：勤務時間以内の会議実施率６０％未満

○少人数の良さを生かし一人ひとりに目を向けられている。それがいじめの無い学校つくりにつな
がっている。いつ起こるか分からないという危機感を持って常に変化を観察する姿勢をお願いした
い。
○いじめとは何か、どのようなことをしたら相手が嫌な気持ちになるのか道徳の授業、道徳的指導
が大切だと思う。
○道徳や倫理は家庭環境の影響も大きく継続的な連携が必要。
○児童理解の会など、全教職員が情報を共有して事に当たることが非常に重要である。
○チャレンジ目標を軸に、小さな目標達成の喜びを大きな目標達成につなげてほしい。
○地域で自然に挨拶がされていて定着してきていると思う。
△地域に出た時の挨拶が少し気になる。
△清掃の習慣が身についていない児童の割合が増えているが、コロナの影響なのだろうか。
△ライバル意識や競争心が少しほしい。
△家庭学習をやっているつもりの児童の意識を変えるのは難しいが家庭と連携して取組を続けて
ほしい。

生
徒
指
導

・業務時間の正確な把握
・スローガン掲示による適正な労働時
間の意識化

・ペーパーレスによる会議の効率
化
・連絡事項と協議事項の区別

教職員の心身の状況
　４：心身共に健康である
　３：疲労感はあるが健康である
　２：多くが心身に疲労を感じている
　１：重篤なケースがあった

・体調を崩したり、健康不安を訴えたりする教職員は
いないが、新型コロナへの日々の対応で、多くの職
員が心身の疲労を感じている。声を掛け合い、協働
して仕事に取り組むことでストレスを溜めさせないよう
にしている。

令和２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園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

○先生が明るく元気であればそのエネルギーが子どもに伝わる。
○ストレスをためない無理をしすぎない環境作りが大切。
○コロナ対応で業務も増えるなか、大変な思いで勤務していることとも思う。協力、協働による組
織的な取り組みを進めることによって、少しでも業務の軽減、業務改善を進めてほしい。
○ストレスをため込まないように個々の解消に気を付けていただきたい。
○業務改善に地域が役に立てることは無いだろうか。
○コロナ禍を契機に、いろいろなことを見直すことは大切でありいい機会だったと思う。コロナにか
かわらず、次年度以降も有効て効果的な、児童にとって有益な取組は継続して推進してほしい。

①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。
②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。
③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）
④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。

　４：時間外業務時間の前年度比１０％削減
　３：時間外業務時間の前年度比５％削減
　２：時間外業務時間の前年度比１％削減
　１：時間外業務時間の前年度比増加

4
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Ａ

　今年度は新型コロナウイルス感染症対策の中で、年度初めの長期休業、諸行事の変更・縮小・中止と例年とは大きく違った学校運営となった。ＰＴＣＡ活動や地域と連携した諸活動についても軒並み縮小した計画での実施となった。一
方でこれまでにない指導の焦点化や工夫も進められた。
【学力向上】諸行事の見直しや指導の焦点化等により授業確保に努め、授業の遅れを取り戻すことができた。GIGAスクール構想に係る研修会を実施したことで教職員の意識が高まり、ＩＣＴ（大型モニター、タブレット等）を日常的に授業
に取り入れることができている。少人数のよさを強みとして個別指導に力を入れることができた。家庭学習の個別化・習慣化・質の向上を図ること、一人一台タブレットを授業改善と学力向上に繋げていくことが課題である。
【健康な心と体】教育相談や支援体制が充実し、いじめのない温かな学校づくりを実現することができた。保護者の理解と協力を得ながら感染症対策を徹底することができた。チャレンジ目標（あいさつ・そうじ・家庭学習）の意識化が十
分ではなかった。
【連携・協働】R4年度からの同一校舎内小中一貫独立校の開設について、保護者や地域に説明し理解を得られた。コロナ禍の中、保護者や地域の方々の理解と支援のおかげで、運動会や文化祭、修学旅行等の大きな行事を工夫して
実施することができた。中学校教員による小学校への出前授業や行事以外での小中学生の日常的な交流活動については実施することができなかった。
【人材育成】小中合同研修会や小中互見授業は教師の授業力向上や資質能力向上に繋がった。若手・ベテラン関係なく、職員室で自由に意見交換できる雰囲気があり、互いに学び合って指導に生かすことができている。
【業務改善】日頃からの情報共有や話合いが時間短縮に大いに役立っている。

【学力向上】学びの焦点化や行事の工夫、スリム化を更に吟味し教育的価値の高いものにしていくこと。一人一台タブレットの活用を図ること。家庭学習の充実（家庭との連携、タブレットの活用等）を図ること。
【健康な心と体】自他の健康に目を向け、感染症対策に万全を期すこと。チャレンジ目標の意識化・習慣化を図るため、チャレンジ週間の実施や振り返り等の具体的な手立てを講じる。基本的な生活習慣の確立に向けて家庭教育支援
チームと連携して、保護者の啓発に努めること。
【連携・協働】Ｒ４年度に向けて小中一貫教育を一層推進すること。地域とともにある「９年間の学びプログラム」を総合的な学習の時間を中核として、教科学習と絡めて再構築すること。
【人材育成】小中合同研修会や小中互見授業を継続実施すること。教職員同士の学び合い（よいものを見て学び自分の物にする）を続けていくこと。『一人で抱え込まない、抱え込ませない』、明るく風通しのよい職場の雰囲気づくりに努
めること。
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・日頃からの情報共有や話合いが時間短縮に大いに
役立っている。 Ａ


