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小樽市教育委員会教育長 

林  秀 樹 様 
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堀   智 行 
 次のとおり令和元（平成３１）年度の学校評価について報告します。 
 
１ 本年度の重点目標 

 
共に意欲的に学び，共に正しい行動ができる子どもの育成 
 

 
２ 自己評価結果・学校関係者評価の概要と今後の改善方策 

評価項目 
具体的な取組 自己評価の結果 学校関係者評価の結果 

大項目 小項目 

 
 
確かな学力の 
育成 

①学習の基礎・基本の定   
 着 
 
 
 
 
②家庭と連携した家庭学
習の定着を図る取組 

 
 
 
 
③全国学力・学習状況調査
等の結果を生かした授
業改善 

 
④授業力の向上を目指し
た楽しく分かる授業づ
くり 

 
⑤計画的な研究・研修活動
の推進 

 
 
 

・定着までの繰り返し指導，
補充的指導（休み時間や放
課後，長期休業中の学習
会，定着確認テスト）の実
施 

 
・手引きを活用した家庭学習
定着の促進及び学校便り
等による家庭への啓発 

 
 
 
・全国学力・学習状況調査や
標準学力調査，チャレンジ
テストの実施と結果活用 

 
・研究主題に基づく校内交流
授業と研究協議の実施。 

 
 
・新しい研究計画を確立し、
全教職員が参画しての校
内研修の推進。 

 
 

・放課後学習及び長期休業中の
学習会，定着確認テストの確
実な取組は前進しているが，
結果に結びついていない現状
が見られる。   【B(3.1)】 

 
・学年相応の家庭学習の時間や
内容への意識化が図られてき
ているが，定着していない児
童への働きかけが課題であ
る。       【A (3.2)】 

 
・各種調査等の結果による課題
を焦点化し，授業改善の重点
として取り組んだ。【B (2.9)】 

 
・全学年の授業公開及び研究協
議を通して指導方法の改善に
向け理解を深めた。【B (2.9)】 

 
・研究主題への理解を深めなが
ら校内研究を推進し，公開研
究会の実施により，広く校外
からの意見や助言を求めるこ
とができた。   【A (3.3)】 

 

※ 評価は適切である。 
 
・学校の課題の把握は適切で
あると思うので，継続した
取組を行う必要がある。 

・家庭学習の指導について，
学校としての統一した取組
が必要である。家庭学習の
内容の例示を示した，、家庭
学習ノートの提出を義務付
けたりするなどの取組が必
要である。 

・学校の工夫した取組は評価
できるが，学力調査等の結
果を見る限り，義務教育と
して基礎・基本的な学習内
容の確実な定着が図られな
ければならない。 

 



 ⑥一人ひとりの教育的ニ
ーズに応じた適切な支
援や研修の実施 

 

・特別支援教育支援員による
個別の支援，エールプラン
の活用と特別支援教育に
関する校内研修の実施 

・個別の教育的ニーズを全校で
統一的に見取り、エールプラン
を活用しながら，保護者との連
携を図りながら進めることが
できた。          【B (3.1)】 

 

【改善方策】 

・各種調査等の実施により児童の学力の状況をきめ細かく把握するとともに，つまずきの要因を分析しながらより一層の授 
業改善・学習指導の充実に努める。 

・家庭との連携を強化し，「家庭学習のてびき」を活用しての学習内容の充実を図り、家庭での学習習慣を定着させる。 
・研究の成果と課題をもとに確実に授業改善を進めるとともに，道徳や外国語等の指導充実に資する研修を進める。 
・個別の教育的ニーズを的確に把握し，個別の指導計画（エールプラン）に基づく個に応じた指導の推進にあたる。 

 
 
豊かな心の育成 

①あいさつや場に応じた
言葉づかいの定着 

 
 
 
②図書室の環境整備や読
書活動の充実 

 
 
 
③生活や給食等のリズム
定着による、自律的に行
動する児童の育成 

 
④道徳教育の充実と思い
やりの心の育成 

 
 
 
 
 
⑤トラブルの早期発見と
指導の機会における丁
寧な指導 

 

・教師自らが率先した実践、
機会を捉えた指導・啓発の
実施 

 
 
・全校一斉朝読書、ボランテ
ィアによる読み聞かせ，読
書月間、図書室の配架替え
等読書環境の整備 

 
・生活・給食・清掃等のリズ
ムの共通理解による統一
的指導の推進 

 
・特別の教科「道徳」を要と
した指導の充実及び人権
教室や情報モラル教室等
の実施 

 
 
 
・全職員で全児童を育ててい
くことを基本として，日常
観察の充実と情報の共有，
体制の整備及び連携した
指導の充実 

・あいさつは定着に向け，一層
の全校的取組が必要であり，
適切な言葉づかいの定着には
課題が見られる。 【C (2.4)】 

 
・読書環境の整備が進み，充実
が図られてきているが，家庭
での読書習慣につなげていく
工夫が必要である。 【A (3.2)】 

 
・統一的な指導により，全校的
な定着が見られるようになっ
てきている。   【B (2.7)】 

 
・ふざけや軽い気持からの言動
がいじめにつながることの理
解を深め，思いやりの心を育
てるため，道徳科を中心に据
えた指導の充実を図る必要が
ある。        【B (2.5)】 

   
・教職員相互の情報共有や連携
を密にすることにより，組織
的に対応することができてい
る。       【B(2.9)】 

※ 評価は適切である。 
 
・いじめ問題については、児
童の人格を形成する上で常
に考えさせていくことが重
要なので，継続した取組を
お願いしたい。教職員の自
己評価が低いのが気にな
る。低くなる要因があるの
であれば，手立てを講じる
必要がある。 

・保護者の家庭での指導によ
ることが大きいと思うが，
挨拶や返事などができてい
ない児童がいる。 

 
【改善方策】 

 

・あいさつや言葉づかいを最重点の一つとし，思いやりの心の育成とも関連付けながら全校的な指導を進める。 
・読書環境の充実を一層進め，定着しつつある読書習慣を家庭での読書習慣につなげていく。 
・生活・給食等のリズムに基づいた統一的な指導をより一層進め，望ましい生活習慣，食習慣を定着させる。 
・引き続き，いじめは許されないことの意識の醸成を図るため、道徳科を中止とした道徳教育の充実を図る。 



 
 
健やかな体の 
育成 

①体力の向上と運動に親
しむ取組の推進 

 
 
 
 
 
②早寝早起き等、望ましい
生活習慣の確立 

 
 
 
③食に関する指導と望ま
しい食習慣の育成 

 
 
④心身の健康や安全教育、
防災意識を高める指導 

 

・新体力テストの結果のカー
ドへの記録化により，経年
変化を可視化するととも
に，体力向上改善プランに
基づく「チャレンジなわと
び」の実施 

 
・長期休業後（年２回）に「生
活リズムチェックシート」
の取組を実施 

 
 
・栄養教諭との連携を図った
食育の実施。 

 
 
・危機管理マニュアルの見直
し及び集団下校体制の整
備，地震や火災を想定した
避難訓練の実施 

・全学年の新体力テストの結果
を記録化により，経年比較等の
詳細な分析ができた。体育専科
教師の活用により，サーキット
運動を全学年で取り組むこと
ができた。       【B (3.1)】 

 
・生活リズムチェックシートの
結果分析をもとに保護者に課
題を明示し，生活習慣の改善
を働きかけた。  【B (2.7)】 

 
・栄養教諭による食育を通して
発達段階に応じた内容での指
導の充実を図った。【B (3.1)】 

 
・危機管理マニュアルの改訂に
努め，不測の事態に備えるこ
とができた。集団下校訓練及
び避難訓練については計画通
り実施できた。  【B (2.9)】 

※ 評価は適切である。 
 
・体力の向上については，食
育と関連付けながら引き続
き取り組んでいく必要があ
る。 

・生活習慣の確立については，
家庭との連携が重要であ
り，インターネット等の問
題は家庭も社会も追いつい
ていない状況があるので，
教職員と保護者が積極的に
意見交換等の交流を図るこ
とが必要である。 

・元気な子どもたちが増えて
いると認識している。 

 

【改善方策】 

・今年度の結果分析をもとに新たな体力向上改善プランを作成し，体育専科教師と連携を図りながら授業改善を図り，休み
時間等の運動の取組を工夫・充実させる。 
・「生活リズムチェックシート」の取組を継続し，家庭と連携を図りながら望ましい生活習慣の確立を図る。 
・栄養教諭や外部人材との連携を図り，食に関する指導のより一層の充実を図る。 

 
 
社会の変化に対
応した教育の 
推進 
 
 

①情報の正しい処理の仕
方や情報モラルを身に
付けトラブルを防ぐ力
の育成 

 
②地域の資源や人材を生
かしたふるさと小樽の
学習の推進 

 

・外部講師を招いての「非行
防止教室」や「情報モラル
教室」の実施 

 
 
・教科や総合的な学習の時間 
等の学習における，地域の 
教育資源や人材の効果的な
活用 

 

・「情報モラル教室」の実施によ
り，ネットに関わる正しい知
識や危険に対する児童の理解
が深まった。  【B (2.7)】 

 
・各教科や総合的な学習の時間
を中心に，教育資源や地域の
人材を発掘・活用する機会を
増やし，学習効果を上げた。 

・「松前奴や「潮音頭」の体験学
習を行うとともに，今年度も
ＰＴＡが主体となって潮ねり
こみに参加した。 【Ａ(3.3)】 

※ 評価は適切である。 
 
・地域の教育資源や人材を積
極的に活用し，地域とのつ
ながりを大切にしているの
は大変よい。 

・社会の変化に対応した教育
について，社会がどう変わ
ろうと大切なことや必要な
ことを教えるのが義務教育
の使命であり，その対応に
追われることが主になって
はいけない。 

【改善方策】 
・情報モラルに関しては，外部講師を活用しながら，常に具体的な事例をもとに指導できるよう工夫を図っていく。 
・今年度活用した地域の教育資源や人材の活用を踏まえ，新たな発掘とより充実した指導になるよう発展させていく。 
・ふるさと学習の一環として，鹽谷神社の「松前奴」の体験学習を定着させていく。 



 
 
信頼に応える 
学校づくり 

①情報発信と地域への公
開による学校への理解
促進 

 
 
 
②幼・保、近隣小中学校と
の連携 

 

・学校・学級便り等の発行，
授業参観，学校行事等の積
極的な公開 

 
 
 
・入学・卒業時のきめ細やか
な引継ぎの実施。授業参観
や学校行事参観等を通し
ての連携 

・学校便りの配付，ホームペー
ジによる発信、地域公開日の
設定等，あらゆる機会を通じ
て学校への理解を深めた。 

【B (3.0)】 
 
・長橋中学校区の小中一貫教育
推進委員会を組織し，合同評
議員会を開催するなど，今後
の連携の方向性を確認でき
た。校区の保育園とは，年長
児の１年生授業の参観等で交
流を図った。    

・近隣の小中学校の研究会に相
互に参加し，授業の統一した
進め方について，交流を図る
ことができた。   【B (2.8)】 

※ 評価は適切である。 
 
・地域とのつながりを大切に
していくことは必要だが、
学校が主体となって地域を
巻き込んで改善を図る視点
が重要である。 

【改善方策】 
・地域への情報発信や授業参観等の案内を継続し、学校への理解を一層深めるとともに，地域行事への積極的な参加を図る。 
・小中一貫教育推進委員会を軸に近隣小中学校との連携体制を一層充実させるとともに，義務教育９年間を見通した教育活 
動を展開する。また、幼・保との連携についてもより一層の充実を目指す。 

公表方法 保護者向け説明文書配布，学校ホームページへの掲載，保護者会及び学校評議員会における説明 

 
３ 学校改善の実現に向けて必要とする予算、設備、組織面における教育委員会への要望等について 
 
 
 

 
※評価項目については、学校の実情に応じて上記以外にも適切な項目を設定して行うことができるものとする。  
 

※ 学校の自己評価の取組について 

◆ 学校評価計画（別紙）に基づいて実施している。 

◆ 評価項目は本年度の学校経営方針に基づき、学校独自で設定したものである。また、自由記述欄を設け、教職員がその学期を振り返り、改善策等を記入でき

るようにしている。 

◆ 自己評価は１学期終了時と２学期終了時に行っている。また、７月・１２月に児童アンケート及び保護者アンケート（別紙）を実施している。 

◆ 達成状況は次の基準で判定している。 

「当てはまる４点 おおむね当てはまる３点 あまり当てはまらない２点 当てはまらない１点」で自己評価し、平均を出している。 
       それを以下のＡ～Ｄの四段階で判定している。 

Ａ   平均が３．２以上の場合 Ｂ 平均が３．２未満２．５以上の場合 

Ｃ   平均が２．５未満１．７以上の場合 Ｄ 平均が１．７未満１．０以上の場合 

◆ 改善の方策については、次年度に向けての改善の観点や内容・方法などを記入し、この改善策を次年度の経営方針に反映させる。 

・学校が市の中心部から離れているため，ふるさと学習や体験学習の充実のため，移動に係るスクールバス等の拡充や交通費の負担軽減のため

の予算措置をお願いします。 

 

 

 


