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平成２８年２月１５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、「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。

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２．３） ○自らを大切にする生徒 ○支え合い認め合う生徒 ○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 H27 考察 評価

１学力の定着・向上１教科経（１）基礎・基・加力学習は小中学校ともに県の事業を・小２～４年生は全国並か全国超Ｃ Ｂ ・努力が認めらＢ →授業改善を日常化
営の充 本の徹底 受け、指導員（退職教員）による指導 え、５年生と中３年は全国超え れる。成果が する。

☆主体的な学び 実 を放課後と長期休業中に実施した。 である。３年連続で中３が小６ 出ているので →現行の加力学習を確
による学力の ・自学ノートの改善など家庭学習の充実 当時から改善した。 しっかり継続 実に継続する。
定着と向上を に取り組んでいる。 ・学年と個人によるばらつきはか してほしい。 →家庭学習についての
めざす。 ・授業のめあてと既習事項の確認を定着 なり緩和されてきたが、依然残 啓発を推進する。

させた。 っている。

（２）関わり合・グループ活動を定着させた。 ・授業改善に対する児童生徒と保Ｃ Ｂ Ｂ →関わり合い高め合
い高め合う・専門家の助言を受け、改善を進めた。 護者の評価は高い。 う授業づくりを一
授業の確立 層促進する。

２共に学びあい、高２学級経（１）学校全体・専門家との連携や、Ｑ－Ｕ調査、Ｓ－・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 での子ども ＨＴＰ描画法の活用で子ども理解が充 とに満足群が増加し、改善して 改善されてい
づくり 立 理解の徹底 実した。 いる。 る。

・教職員間の課題意識の共有が充実し手・学校評価ｱﾝｹー ﾄにおける、学校 ・学級ごとの特
☆どの子にも居 法の導入が進んだ。 満足度、教職員との関係、学級 徴への対応を

場所があり、 （２）人権教育、・人権教育と道徳教育は子ども達の実態 の居心地よさ、自己肯定感などＣ Ｃ 一層丁寧に Ｃ →一貫性を追求する。

成長できる学 道徳教育の に即して見直そうとしたが十分進まな の指標は確実に改善している。 してほしい。
級づくりをめ 見直し かった。 ・いじめ、暴力行為、不登校傾向

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

を解決す たちで課題を解決するための取組を進 近づいている。
る集団の めた。小中合同の行事も取組の質が向・不安傾向を示す指標も改善して
育成 上した。 いるが、子どもと保護者には十

（４）仲間作り・係活動、宿泊訓練、集会、期別・ペア 分なケアの継続が必要。 Ｂ Ａ Ａ →継続・充実させる。

のための具 学年での活動、行事でのビーイング、・取組の結果、問題は解決に向か
体的手法導 エンカウンターなど具体的手法の導入 っているが、ｱﾌ ﾛ゚ｰﾁの難しい家
入 が進んだ。 庭もある。家庭・地域の理解協

３子ども（１）ｽｸ ﾙーｶｳﾝｾ ・専門家の支援で学校全体での児童生徒 力が不可欠である。 Ｄ Ａ ・学校での取組Ａ →継続・充実させる。
たちの ﾗｰの支援 理解が進んだ。 ・小６から中１への接続の問題が は進んだ。
心と体 による組 ・コーディネーターの活動が充実しチー まだ解決していない ・家庭の啓発を
の健康 織的な取組 ムによる柔軟かつ的確な対応ができる 一層進めてほ
度の向 ようになった。 しい。

上 （２）家庭との・理解は得やすくなったが、通じにくい Ｃ Ｂ Ｂ →ＰＴＡの研修活動を

連携強化 家庭もある。 強化する。

（３）地域・関・地域、関係機関の関心は高く、連携が・応援団を中心に学校への支援がＣ Ａ ･関係機関と家庭Ａ →連携を一層強化す

係機関と 進んでいる。 手厚くなり、様々な課題への対 をつなぐことを る。
の連携強化 処が容易になった。 継続してほしい

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

立 りの実効・学校便りは地区内で回覧。応援団や教・応援団を中心に学校への支援が は進んできた。 →応援団の活動を充実
☆子どもにも、 性の向上 育委員にも配布。 手厚くなり、様 な々課題への対 ・システムを整 させる。
保護者・地域 ・通信の回数は学年により差がある。 処が容易になった。 （再掲） え、一貫教育 →ＰＴＡ活動を充実さ
にも、教職員 ・学校支援地域本部が軌道に乗り、学校 を実現しても せる。
にも開き、課 支援活動が順調に進んでいる。 らいたい。

題意識の共有 （２）小中一貫・校内の研究ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄは充実している。・取組が軌道に乗り、子ども達のＣ Ｂ ・支援本部の活Ｂ →学校運営ｼｽﾃﾑを一層
と協働による した教育・学校運営システムは一貫の形に整えて 学校満足度の向上や学級の落ち 動を一層充実 整える
組織的な取組 システム いるが、まだ質を上げる必要がある。 着きなど成果が現れている。 させる。 →ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄと職員研修
のできる学校 の整備と・研修などから手法の導入が進んだ。 を充実させる。
をめざすとと 取組の推・一貫カリキュラムの内キャリア教育と →一貫構想の着実な
もに保小中の 進 ふるさと学習を作成した。 進捗をはかる。

教育システム （３）改善サイ・「魅力ある尾川小中学校実現プラン」・課題共有と手法導入が進んだ。Ｂ Ａ Ａ →着実な実行と反省・
の一貫性を追 クルの確 を 25 年４月 に策定し、取組と改善・反省を積み重ね「見える化」し 改善を繰り返す。
求し、一体的 立 のサイクル化を進めている。 て改善する手法が定着した。

な教育の実現 （４）教育活動・校務分掌、企画委員会、合同企画委員・ｽﾘﾑ化は最も進みにくく、教職Ｃ Ｂ Ｂ →システムを一層見直
を目指す。 のスリム 会、研修部など校内組織を整理し、業 員の業務の軽減は十分進んでい す。

化最適化 務のスリム化最適化に取り組んだ。 ない。また業務量の平準化もな →部活動の存続に努め
・加配教員の活用により、小学校の業務 かなか進まない。 る。
の仕方が組織的になり始めた。 ・部活動の最適化については引き →災害対策などを視野
・来年度の行事の見直しを実施した。 続き取り組む。 に、行事と取組の見

・行事をスリム化・最適化の視点 直しと地域への働き
で一層見直す必要があ る。 かけを一層進める。

裏面へ
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総合所見：校長のコメント
平成24年４月から小中一貫教育校としてスタートし、翌25年４月に課題を整理して「魅力ある尾川小中学校実現プラン」を策定し、３年計画で重点的・集中的取組を進めてきた。
今年は一貫校としての取組の３年目で、体制の整備が進み、学力問題や、仲間作り、子ども達の心の問題など、鮮明になってきた課題に対して、有効な手法が特定された。成果も現れ
ているので、来年度は、子ども達が育ち、「行きたい」「行かせたい」魅力のある学校の実現をめざして、経営資源と体制を整え、スピードと精度を上げ、成果を確かなものにするとと
もに、内容の充実や新しい手法の開発など、次の段階に進みたい。

卒業式について
下の日程で、小学校中学校それぞれの卒業式を行います。小学生は６年間、中学生は３年間のそれぞれの課程を

終えて次のステップへと進みます。特に中学生は、義務教育９か年を終える大きな節目です。保護者・地域の皆様
には、ぜひご参会いただいて、お祝い・励ましのほどお願い申し上げます。

中学校卒業式 ３月１３日（日） 午前９時３０分から 本校体育館にて
祝賀会 午後５時３０分から 尾川地区住民センターにて

小学校卒業式 ３月２２日（火） 午前１０時から 本校体育館にて
祝賀会 午後５時３０分から 尾川地区住民センターにて

始業式・入学式について

４月７日（火） 入学式 小学校 午前 ９時３０分から

中学校 午前１０時４５分から

１．日程（概要）
小学校 中学校

在校生 新入生 在校生 新入生

登校 ８：１５ ９：１０受付 ８：１５ １０：２０ ２階１年教室へ集合

（控室：会議室） （保護者は 10:30までに会議室へ）

新任式・始業式 ８：３５ ８：３５

入学式 ９：２０ 入場 １０：４５ １０：４５
９：３０ 開式

放課 １１：５０ １１：１５ １２：００

２．持参物 雑巾１枚、 上履き、 給食エプロン、教科書を入れる鞄・袋、筆記用具（ネームペン）

※小学校新入生は上記に加えて、児童生徒連絡カード、児童引き渡しカード（緊急連絡票）

２月から３月の行事予定（変更になる場合もあります）
２月１７日（水）期末テスト（中３：19日まで） ＰＴＡ役員会 ５日（土）公立高Ａ日程面接
１９日（金）３年生を送る会（中） ソフトボール四国強化大会（中：６日まで）
２０日（土）うみやまかわ新聞発表会（小６：21日まで東京） ７日（月）中学校代休（3/12：卒業式準備）

ソフトボール県強化大会 １２日（土）登校日卒業式準備（中）
２１日（日）小５登校日（午前中：うみやまかわ新聞にＴＶ会議で参加） １３日（日）卒業式（中）登校日（小）
２２日（月）1.2年生期末試験発表（中）5.6年生代休 ｶｳﾝｾﾗｰ訪問 １４日（月）代休（小中）公立高Ａ日程合格者発表（中）
２５日（木）児童会役員選挙 １６日（水）公立高Ｂ日程出願開始（17日まで）
２９日（月）1.2年生期末テスト（中：3/2まで） ｶｳﾝｾﾗｰ訪問 ２２日（火）卒業式（小） 公立高Ｂ日程検査日

３月４日（金）公立高Ａ日程学力検査 ｶｳﾝｾﾗｰ訪問 ２４日（火）修了式 離任式
６年生を送る会（小学校） ２５日（水）学年末休業 公立高Ｂ日程合格発表

２８日（月）公立高Ｃ日程出願開始（31日まで）

ご意見やご感想などをお願いします。

切 り 取 り
返信欄：保護者氏名（ ） 学校だより１０号


