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Ｈ２６稚木の桜ＮＯ１１ 平成２７年３月６日

学校評価について

「魅力ある尾川小中学校実現プラン」に基づく取組と成果に対し学校評価報告書を作成しました。これは、学力テ
ストや昨年末にご協力いただきましたアンケート調査などの取組と成果を示す指標を参考に、学校が評価した「自
己評価」を基に、学校運営協議会準備会の皆さんに評価をいただき、学校としての改善策をお示ししたものです。
これに基づき、教育活動を一層改善・充実させていきます。

平成２６年度 学校評価報告書 佐川町立尾川小中一貫教育校
経営【学校教育目標】生きる力を育て 豊かな人間性を育む 【経営目標】 行きたい 行かせたい 勤めたい 魅力ある学校の実現
理念〈目指す子ども像〉 Ⅰ期（小１～４） 〇よく考える子 〇思いやりのある子 〇がんばる子

Ⅱ期（小５～中１）○よく考え行動する子 ○心豊かで思いやりのある子 ○こつこつ学びがんばる子
Ⅲ期（中１．２） ○自らを大切にする生徒 ○支え合い認め合う生徒 ○自ら進む気力あふれる生徒

【評価基準】Ａ：十分満足 Ｂ：おおむね満足 Ｃ：もう少し努力すべき Ｄ：大いに努力が必要
中期（３年間）の目短期（１年間）の目標 自 己 評 価 評価 学校関係者評価 改善策
標 （評価項目） 取 組 成 果 H25 H26 考察 評価

１学力の定着・向上１教科経（１）基礎・基本・加力学習は中学校では組織的に取・小学校中学年と中 2.3 年は、Ｃ Ｂ ・努力は認められ Ｂ →授業改善を日常化す
営の充 の徹底 り組んだが、小学校では担任任せ 全国並か全国超えである。中３ る。確かな学力 る。

☆主体的な学び 実 になった。 は小６当時から改善した。 向上対策を進め →小学校での加力学習
による学力の ・自学ノートの改善など家庭学習の・学年と個人によるばらつきは依 てほしい。 をシステム化して計
定着と向上を 充実に取り組んでいる。 然残っている。 画的に実施する。
めざす。 ・授業のめあてと既習事項の確認を・授業改善に対する児童生徒と保 →家庭学習についての

定着させた。 護者の評価は高い。 啓発を推進する。

（２）関わり合い・グループ活動を定着させた。 Ｃ Ｂ Ｂ →授業改善を日常化す
高め合う授・専門家の助言を受け、授業改善を る。
業の確立 進めた。

２共に学びあい、高２学級経（１）学校全体で・外部専門家との連携や、Ｑ－Ｕ調・Ｑ－Ｕ調査の結果は回を追うごＢ Ａ ・学級の状態は Ａ →継続・充実させる。
まりあう学級集団 営の確 のこども理 査、心の健康調査・Ｓ－ＨＴＰ描 とに満足群が増加し改善した。 改善されている。
づくり 立 解の徹底 画法の活用で生徒理解が進んだ。・学校評価ｱﾝｹｰﾄにおける、学校 ・学級ごとの特徴

・教職員間の課題意識の共有と手法 満足度、教職員との関係学級の への対応を一層
☆どの子にも居 の導入が進んだ。 居心地よさ、自己肯定感などの 丁寧にしてほし

場所があり、 （２）人権教育、・人権教育、道徳教育は一貫したｶ 指標は明らかに改善している。Ｃ Ｃ い。 Ｃ →一貫性を追求する。

成長できる学 道徳教育の見直し ﾘｷｭﾗﾑへの見直しが必要。 ・いじめ、暴力行為、不登校傾向

級づくりをめ （３）自ら課題を・児童会・生徒会と係活動を中心に はほぼ見られなくなり、根絶にＢ Ｂ Ｂ →継続・充実させる。

ざす。 解決する集 自分たちで課題を解決するための 近づいている。
団の育成 取組を進めた。小中合同の行事も・不安傾向を示す指標も改善して

取組の質が向上した。 いる部分が多いが、依然一部の

（４）仲間作りの・係活動、集会、期別・ﾍﾟｱ学年で 子どもにはケアが必要。 Ｂ Ａ Ａ →継続・充実させる。

ための具体 の活動、行事でのﾋﾞｰｲﾝｸﾞ、ｴﾝｶｳﾝ
的手法導入 ﾀー など手法の導入が進んだ。 ・取組の結果、問題は解決に向か

３子ども（１）ｽｸ ﾙーｶｳﾝｾﾗｰ ・専門家の支援で学校全体での児童 っているがｱﾌ ﾛ゚ｰﾁの難しい家庭Ｄ Ａ ・学校での取組はＡ →継続・充実させる。
たちの の支援によ 生徒理解が進んだ。 もある。家庭・地域の理解協力 進んでいる。
心と体 る組織的な・ｺー ﾃｨｲﾈｰﾀー の活動が充実しﾁｰﾑに が今後確実な成果には不可欠で ・家庭の啓発を一
の健康 取組 よる的確な対応が可能になった。 ある。 層進めてほしい。

度の向（２）家庭との ・理解は得やすいが通じにくい家庭 Ｃ Ｂ ・関係機関と家庭Ｂ →ＰＴＡの研修活動を

上 連携強化 もある。 をどうつなげる 強化する。

（３）地域・関係・地域・関係機関の関心は高く連携 Ｃ Ｂ かが課題。 Ｂ →連携を一層強化す
機関との連 が進み出したが、一層の連携が必 る。
携強化 要。

３小中の一貫性に４学校経（１）開かれた学・方向性の明確化により、保護者・・学校の開かれ度に関する各指標Ｂ Ｂ ・情報提供や地域Ｂ →学級通信・学校便り
立つ学校づくり 営の確 校づくりの 地域の理解と支援は進み出した。 は改善している。 との関わりは進 を充実させる。

立 実効性の向・学校便りは地区内で回覧。 んできた。 →支援ボランティアの
☆子どもにも、 上 ・学級通信の回数は学年により差が ・システムを整え、 活動を充実させる。
保護者・地域 ある。 一貫教育を実現 →災害対策などＰＴＡ
にも、教職員 ・学校運営協議会準備会と学校支援 してもらいたい。 を含め行事を見直
にも開き、課 地域本部が導入され、学校支援活 ・支援本部の活動 す。
題意識の共有 動がシステム化された。 を一層充実させ

と協働による （２）小中一貫し・学力向上部・生活部のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは ・取組が軌道に乗り、子ども達のＣ Ｂ る。 Ｂ →学校運営ｼｽﾃﾑを一層
組織的な取組 た教育シス 軌道に乗った。 学校満足度の向上や学級の落ち 整える
のできる学校 テムの整備・学校運営ｼｽﾃﾑは一貫の形に整えて 着きなど 成果が現れ始めた。 →ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄと職員研修
をめざすとと と取組の推 いるが、まだ整備する必要がある。 を充実させる。
もに保小中の 進 ・手法の導入が進んだ。 →一貫構想の着実な
教育システム ・連携ｶﾘｷｭﾗﾑの作成に着手した。 進捗をはかる。

の一貫性を追 （３）改善サイク・「魅力ある尾川小中学校実現ﾌﾟﾗﾝ」・反省を積み重ね改善する手法がＢ Ｂ Ｂ →着実な実行と反省・
求し、一体的 ルの確立 により、改善を進めている。 定着してきた。 改善を繰り返す。

な教育の実現 （４）教育活動の・校務分掌、企画委員会、合同企画・ｽﾘﾑ化は最も進みにくく、業務Ｃ Ｃ Ｃ →機能的な学校運営の
を目指す。 スリム化、 委員会、研修部など校内組織を整 の軽減は十分進んでいない。 ためシステムを一層

最適化 理し、業務のスリム化最適化に取・部活動の最適化については、引 見直す。
り組んだ。 き続き模索している。 →部活動の存続に努め
・来年度の行事の見直しを実施し ・行事をスリム化・最適化の視点 る。
た。 で一層見直す必要がある。 →災害対策などを視野

に、行事と取組の見
直しを一層進める。
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