
（Ａ４判横）

Ａ

Ｂ  出席者

Ｃ  学校関係者（教職員を除く）　　　４名

Ｄ  事務局（教職員）　　　　　　　　２名

※実施日　　令和２年２月２１日

現状と課題 重点目標 具体的方策 達成度 学校関係者からの意見・要望・評価等

※学校関係者評価実施日とは、学校関係者
評価委員会を開催し、学校自己評価を踏ま
えて評価を受けた日とする。

領　　域

 組織運営

 教育課程

 ほぼ達成（８割以上）
学校教育目標

 概ね達成（６割以上）

 変化の兆し（４割以上）

 不十分（４割未満）

○保護者・地域の力を環境整
備と円滑な教育活動につなげ
ていく必要がある。

□学校運営協議会設置に向か
う準備を進めていかなければ
ならない。

年　　　　　度　　　　　目　　　　　標

学　　　　　校　　　　　自　　　　　己　　　　　評　　　　　価

年　　度　　評　　価　（ 令和２年２月１１日　現在 ）

 開かれた学校づくり

 Ａ

 Ｂ

○読書の個人差への対応。学校全
体での「読むこと」へ取組を通
し、学校図書館の活用と読書推進
における教員の意識差を縮め、読
書活動を充実させる。
□児童の耐性の育成と不登校解
消。学びと魅力ある教育活動を展
開し、児童に最後までやり通す経
験を積ませ達成感・充実感を味わ
わせていく。家庭や関係機関との
連携をより図っていく。

○児童の読書量と質に個人差
が大きく、読書意欲を高め主
体的に学びに向かう姿勢を育
成する必要がある。

□児童の耐性を育て、不登
校・生徒指導課題の防止と解
決に努めなければならない。

 施設・設備等の管理

○個人カードから図書カードへ、
図書貸し出し方法の移行が完了。
教職員による読み聞かせ、読書貯
金の取り組み、図書館を活用した
授業の実践等が進んだ。
□教育相談日の周知に努め、ス
クールカウンセラーの活用と教育
相談を進めた。欠席児童への迅速
な対応を継続し、家庭とのつなが
りを持ち続けたが、不登校解消に
おける課題が残った。（児童：授業
が楽しい９７％　学校が楽しい９
４％）

○新たな情報を加え、更新作業が
しやすいホームページにリニュー
アルし継続更新ができた。（保護
者満足度９６％達成）学校応援団の
協力を得て教育活動が展開でき
た。
□学校運営協議会設置に向け、自
治会長への説明を開催し、委員の
依頼が完了した。

○校内研修を推進すると共に、全
教員の公開授業を実施し、授業
力・学級経営力を磨き合い、特別
支援への理解を深める研修にも努
めることができた。
□倫理確立研修、児童との信頼関
係作りに係る話合いを通し、教職
員は日常の言動を意識し自覚と責
任を持って職務にあたっている。

○廃棄や整頓作業を実施し、環境
整備と維持への職員の意識が高
まった。児童・来校者の目に留ま
る学びを意識したコーナーを作成
し、適宜更新することができた。
□安全第一に緊急性に応じる見え
づらい修繕を行いながらも、学習
活動の幅を広げる修繕を実現する
ことができた。（第２音楽室）

○教育活動の「見える化」を
進める情報発信を継続すると
ともに、学校応援団の力を教
育活動に生かす。

□次年度の学校運営協議会設
置を目指した準備を行う。

〇言葉を大切に教職員の授業
力、学級経営力を高め、落ち
着いた学級・学校をつくる。

□教育公務員としての自覚と
責任感を高め、信頼される教
職員を育成する。

〇整理整頓と清掃、備品等の
正しい使用と管理を徹底、目
に見える変化を生む。

□安全と円滑な教育活動を第
一に迅速かつ計画的な修繕を
実施。目に見える修繕を実現
する。

○学校図書館司書との連携に
よる学校図書館の整備・充
実、貸し出し方法の簡略化。
図書部による全教員が関わる
読書活動の計画と実施。
□ねらいを明確にした授業の
工夫とユニバーサルデザイン
化。教育相談日を活用した教
育相談の投げかけ。欠席児童
へのケアと迅速な対応。他機
関との連携。

○シラバスの配付。ホーム
ページ更新作業マニュアルの
周知、作業の分担・合理化。
図書室整備作業の応援団活用
と活動の発信。
□情報収集、教職員、保護
者・地域への周知、委員の依
頼。

〇校内研修の充実、研修内容
の日常的な実践。全職員での
組織的な規範作りとボイス
シャワーの継続。特別支援研
修と巡回相談の実施。
□言葉遣い、身だしなみ、立
ち振る舞い、互いを気遣うこ
との日常的指導と注意喚起。

○日常的な清掃、備品等使用
の約束の周知・徹底。掲示物
の適宜更新。職員作業による
塗装、廃棄。

□危機管理意識を高める情報
の提供と共有、確かな安全点
検。修繕計画の立案、潤いを
生む修繕の柱を決定、実施。

 教職員の資質向上

○老朽化が激しい施設を学び
の場として保つための努力が
不可欠である。

□施設設備の保護者満足を得
ることが難しい。老朽破損箇
所修繕の他、機能性を高める
潤いある修繕が必要である。

○若手、ベテラン共に、特別
支援、授業力、学級経営力を
磨き、どの学年にも対応でき
る力量を高めていく必要があ
る。
□立場をわきまえ自己の特質
を内省し、日常の言動等への
意識化を図る必要がある。

〇図書館活用率を高め、読書
量と質を向上させる読書活動
を推進する。

□児童が学びを実感し、学校
が楽しいと思える授業と積極
的な教育相談活動を実践し、
不登校を防止・解消する。

 Ｂ

 Ａ

○学年力を強め、全学年・全
学級・全職員が力を集結する
学校運営を実現する。

□効率的な会議・部会運営、
次年度を見据えた分掌業務を
推進する。

 Ｂ

 
 Ａ

〇日々の授業、運動会や音楽会と、充実した教
育活動が行われている。個だけでなく、集団で
の活動がよいものとなっている。
〇行事においては、教職員の動きが見えてく
る。積極的で動きのよい教職員の姿が目立つ反
面、目立たない教職員もいる。（役割上）
〇避難所開設の際、多くの教職員が駆けつけ、
積極的に後片付けにあたっていた。教職員のま
とまりがあった。

〇様々な教育活動を工夫し、児童が楽しみなが
ら体験できているのがよい。
〇児童が通学班登校に遅れなくなってきた。一
列に並んでの登校の仕方もよくなっている。

〇決まった時刻に学校から聞こえる音（音楽な
ど）を生活のリズムに生かし、楽しんでいると
いう地域の方がいる。学校から響く「音」を好
意的に受け止めてくれる方がいる。（知ってい
る曲はなお嬉しい）
〇今後、学校運営会議を生かすことで、除草活
動は、自治会にも依頼できるのではないか。手
伝えることは地域にも広げていけるとよい。

〇教職員が一生懸命取り組んでいる。幼稚園の
視点からは、若干の厳しさを感じる指導も見ら
れた。
〇通学路での指導の際には、「履物」にも意識
し、急ぎ駆けつけた場合であっても、安全確保
と緊急時対応の視点から、かかとがおおわれた
靴を履くことが必要である。

〇できる範囲の中で、計画的に環境整備に努め
ている。
〇清掃がよく行われていて、きれいである。

○施設設備使用における教職員・
児童の意識を高めていくこと。長
期休業を活用した全職員の作業を
通し、アイディアを集め使いやす
さを生み出していく。
□避難所開設に耐えうる施設とす
ること。引き続き施設修繕への要
望をあげるとともに、計画的な予
算執行により環境整備を進める。

○様々な児童や課題に適切に対応
できる教職員の育成。授業力、学
級経営力を磨き、特別支援への理
解を深める研修を実施し、職員相
互に学び合う場を作る。
□自身の特質や言動を内省できる
職員の育成。互いの指導や言動を
見合い、気づきを知らせることが
できる働きかけを継続する。

○保護者・地域の理解と協力にも
とづいた教育活動をより充実させ
る。参観の機会を拡充し、学校応
援団の力を借りた教育活動の公開
を進める。
□学校運営協議会を円滑にスター
トさせ、充実した教育活動を展開
し共に子供を育む土壌を作る。

 Ａ

 Ｂ

○効果的な学年会の実施。副
担任（担任外教員）の学年会
への参加。経営方針の日常的
な発信と報告・連絡・相談・
見届けの徹底。
□主幹教諭を核に、見通しの
持てる計画を立案。反省を即
時に生かし計画実施後すぐに
次年度資料の作成。

【別紙】平成３１年度　 学 校 自 己 評 価 重 点 目 標 シ ー ト　（川口市立中居小学校）

○年代に応じた核となる教職員の
育成。担任外教員の学年運営への
参画。連絡調整が見えるしくみを
整え、担任・副担任の連携を図り
チーム力を高める。
□円滑な分掌業務の推進。先を見
通し効率よく分掌活動を充実でき
るよう、本年度の方策を継続し定
着させていく。

○経営方針を周知し続け、連携協
力の下に学年・学級経営が行われ
た。全体を考え自主的に行動する
職員の姿もある。副担任の継続的
な学年会参加は難しかった。
□教育計画作成の方針・手順を早
期に示し、先を見通した効率的な
作業を推進した。作業の進捗状況
を丁寧に確認していく必要があっ
た。

次年度への課題と改善策

目指す学校像

達
成
度

 Ｂ

 
 Ｂ

重点目標の達成状況

○核となる教員の異動、多く
の職員の入れ替わりが続いて
いる。全職員の意思統一を図
り、組織力を再構築する必要
がある。
□分掌等の活動充実に向かう
時間を生み出すことが難し
い。受け持つ仕事量に個人差
が生じる。

                  なかよく　かしこく　いっしょうけんめい

一人ひとりが自他のよさに気づき高め合う、笑顔と活気にあふれる中居小学校


