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学　校　関　係　者　評　価

※実施日　　平成２７年　２月　５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

　

・開校から４３年目を迎え施
設・設備においてかなり老朽
化している部分が多く、改善
や修理の必要な箇所も多い。
・自然豊かで潤いのある環境
であるが、児童にとって学習
効果が上がる教育環境の整備
が一層必要である。

Ｂ

・基礎基本の定着を図る授業の質
の向上を図っていく。併せて、年
間指導計画に基づき、授業時数の
確保に努める。
・授業の前提となる学級経営や生
徒指導を大切にし、児童の実態に
応じた学級経営ができるよう指導
力を高める。

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）

・学年、各種委員会、各部会等にお
いて、各主任を中心とした組織とし
ての取組を重視する。
・各事業を例年通りで進めていくの
ではなく、ＰＤＣＡサイクルを意識
し、職員のアイディアを大切にした
改善(Kaizen)を図っていく。
・縦、横の連携を重視し、報告、連
絡、相談を徹底する。

 開かれた学校づくり

 教職員の資質向上

 ほぼ達成（８割以上）

・学習意欲を高め、基礎
的・基本的な学力や体力の
定着を目指した授業を日々
実践していく。

・教職員は、児童の学力や体
力等の向上のため日々努力し
ているが、全体、また個々の
指導力を更に高めることが課
題である。
・保護者、地域に信頼される
教職員を目指し、教育公務員
としての高い倫理意識の維持
が必要である。

Ｂ

・学習指導要領の趣旨を踏ま
えて、教育活動を日々推進し
ている。
・主体的な学習や、思考力・
判断力を高める学習等を通し
て、基礎学力の定着・向上を
より一層図っていく必要があ
る。

・校地内の自然環境の整備等
において、積極的に地域の力
が生かされている。
・家庭、地域の人材、教育力
を学校教育活動に結びつけ、
充実を図っていく必要があ
る。
・学校からの情報発信が更に
必要である。

・来年度も各学校応援団の方との
連携を密にし、開かれた学校づく
りの充実を図る。
・保護者や地域の方々の力を普段
の授業の中で活用することを充実
させる。
・ホームページの充実を図ってい
く。

・本年度は、個別の課題意識によ
る研修だったので、来年度は学校
全体で取り組める研究体制を再構
築する。
・授業を充実させるための有効な
手立てとして学級経営と生徒指導
が重要である。この２点の力を更
にあげていく。

達
成
度

Ｂ

・児童の安全を第一に、定期点検及
び意図的な巡回点検を実施し、危険
箇所の早期対応と事故防止を図る。
・幅広い視点で計画的な予算運用を
図る。
・校内の各種掲示物等の充実を一層
図り、児童にとって学習効果が上が
る教育環境を整えていく。
・豊かな自然環境を生かした教育活
動を重視し、花と緑、生き物等に囲
まれた学校づくりを推進する。

Ｂ

Ｂ

※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。

・引き続き、日頃の点検を重視
し、定期点検を充実させていく。
・プールの浄化槽修繕が大きな課
題である。市教委と連携し、早目
の対応を行っていく。
・学校応援団と更に連携し、自然
環境を生かした整備を推進してい
く。

・継続的な取組をお願いしたい。
・次年度も更に目標に向かって努力をしてほし
い。

・学力向上、体力向上に向け、日々の授業の質の
向上をお願いしたい。
・学年によって問題があったようだが、先生方の
努力で充実した授業になったと思う。
・学習意欲を高める工夫をもっとしてほしい。
・一定の学力定着を図るため、土曜午前授業も検
討してよいのでは。
・授業時数を確保し、やるべき学習がやっていな
いということにならないように。
・学習の確保と共に、子どもに任せる自由な時間
があってもよいのでは。
・学校と地域との連携が図られていた。
・地域との連携をより深めてほしい。
・地域の安全安心体制作りのため、開かれた学校
を強化してほしい。
・授業支援、問題行動抑制のために地域の力を活
用することも必要。
・保護者も普段から学校に来て児童の様子を見る
とよい。
・学校からの情報発信を決め細やかにお願いした
い。
・生徒指導力をアップする研修を行うとよい。
・次年度に向け更なる努力を。
・教職員と地域とのコミュニケーションも重要で
ある。先生の教師力を高めるために生かせる地域
人材もいるのでは。
・学級経営や生徒指導なども一部を除き、よくで
きていたと思う。先生方も学年枠を越え、連携し
て生徒指導にあたっていた。

･サッカーゴール設置により、子どもたちの放課後
の遊び方等が良い方向へ変化した。
・校務員さんによって、よく環境が維持されてい
ると思う。
・自然豊かな環境を残しながら、施設・設備の改
善をお願いする。
・施設設備の安全管理に努力している。老朽化が
進んでいるので今後も安全に心がけてほしい。
・授業の環境改善のため、エアコンやトイレなど
の設備の充実が必要。

 施設・設備等の管理

・学習規律を大切にした授業の充
実を図ることができた。しかし、
一部の授業が、生徒指導上の問題
や学校行事等との関わりで、授業
時数をしっかりと確保することが
できていなかった。
・どの教科においても、基礎基本
の定着を図れる授業の質の向上が
必要である。

・自然環境整備で｢想根会｣、読み
聞かせで｢たんぽぽの会｣など、多
くの方々に積極的に学校支援をい
ただいた。また、全保護者による
立哨活動も安全確保のため大きな
成果であった。
・ホームページの定期的な更新が
できなかった。学校からの情報発
信がまだ不足している。

・校内研修において、国語・算数
の全体研修のほかに、８教科２領
域に及ぶ一人一授業を行い、授業
力の向上を図ることができた。
・学級経営や生徒指導などの教師
の力量をあげていく必要がある。
・若手教員を中心とした教職員事
故防止の討議ができた。

・定期点検を計画的に実施した。
・サッカーゴールの設置を実現で
きた。
・給食室関係の修繕を行った。校
舎等の老朽化が進んでおり、来年
度も計画的に実施していきたい。
・校内環境を生かした学校づくり
について、想根会やロータリーク
ラブとの連携が図った。日頃の環
境整備についても、校務員を中心
に実施できた。

・家庭・地域との連携を深
め、日常の学習や行事等に
おいて家庭・地域の教育力
を学校教育活動に一層生か
していく。
・学校ホームページを活用
した情報発信を充実させ
る。

・授業研究会をはじめ各種
研修会を通して互いに研鑽
し合い、教職員個々の指導
力を高めていく。
・教職員の倫理意識の維
持、向上を一層図ってい
く。

・施設、設備の安全な管理
及び教育効果を高める教育
環境の整備を一層図ってい
く。

・学びのもととなる学習規律の定着
を図る。
・各教科等で言語活動の充実や学習
活動の工夫など指導法の改善を図
る。
・基礎基本の定着を重視し、各教科
における「わかる」「できる」を意
識した授業展開の研究を推進する。

・安心安全、学習支援、環境整備の
各領域で学校応援団の充実を図る。
・各教育活動の中で、地域人材の活
用を計画的・効果的に実践してい
く。また、地域に出向いた活動を積
極的に組み入れる。
・ホームページの更新を定期的に行
い、新しい情報を提供していく。

重点目標の達成状況

学　　　　　校　　　　　自　　　　　己　　　　　評　　　　　価

年　　度　　評　　価　（ 平成２７年１月１５日　現在 ）

・学校教育目標の具現化に向
け、全教職員が意欲的に取り
組んでいる。
・改善の視点に立った、教職
員の参画意識の向上を一層
図っていく必要がある。
・全体の共通理解を図り、一
人一人が組織の一員としての
自覚を持ち進めていく必要が
ある。

 組織運営

『笑顔あふれる根岸小』
　～  笑顔を守る＜安心・安全＞　笑顔を創る＜自立・共助＞　笑顔を支える＜居がい・働きがい＞ ～

年　　　　　度　　　　　目　　　　　標

・進んで学習する子　・仲よく助けあう子　・明るくじょうぶな子　・最後までやりぬく子

・昨年度までの国語の研究を土台
に、他の教科へ研究を広げ、複数教
科における授業実践を深めていく。
・各種研修や研究発表への参加を促
し、自らの学びを深めていく。
・教職員の倫理意識を啓発し、教職
員事故防止を図るため、各種事例等
の情報提供や全体研修会を行う。

領　　域

 教育課程

【別紙】平成２６年度　 学 校 自 己 評 価 重 点 目 標 シ ー ト　（川口市立根岸小学校）

・本年度に引き続き、来年度も
「Kaizenプロジェクト」を継続
し、教職員の学校運営に関する参
画意識を醸成する。
・各主任等が積極的に動けたもの
の、各部や学年を組織的に動かす
という点で課題が残る。主任を核
とし、部員とのチームワークで動
く組織作りを行う。

・改善意識の醸成のため「根岸小
Kaizenプロジェクト」を実施した
が、多くの主任がこのKaizenを意
識し、積極的に取り組めた。
・各主任等は責任を持ち、企画立
案・運営を行うことができたが、
自分の組織を効果的に活用するこ
とはまだ不十分だった。

次年度への課題と改善策

・全教職員が改善意識・参
画意識をもち、組織として
課題解決に向けた取組を
行っていく。

目指す学校像


