
■ 平成２９年度 かとう学園 学校自己評価　成果と課題0＜ ≦4 評定　A：十分達成　B：概ね達成　C：努力を要する

前 後 前 後 前 後 前 後 河東小学校 河東西小学校 河東中学校

導入段階で，複数の対象を比較させ，
共通点や差異点を導き出させることで課
題解決の見通しをもたせられたか

3.8 3.7 3.5 3.5 3.8 3.9 3.7 3.7 B
△導入に関しては，前期・後期ともに高
い数値を出している。このことから，導入
の方法について共通理解が図れていると
考える。

△電子黒板や実物投影機を用い，具体物
や資料等を提示することで，何を考えるの
かが明確になった。

△導入～展開へと繋げることができる授業
展開を各教師が意識をもって取り組むこと
ができるようになった。

展開段階で，必要に応じてペア・グルー
プ交流を取り入れたり，思考ツールを活
用したりすることで考えを深めさせられた
か

3.7 3.9 3.3 3.7 4.1 4.2 3.7 3.9 B
△今年度，特に力を入れた成果が，数値
に表れた。若手を対象に具体的な交流活
動の方法についてミニ研修を重ねたことも
効果があったと考える。

△二人組やタブレットＰＣを用いた小集団
による交流活動を取り入れた授業を見るこ
とが多くなった。

△ほぼ毎時間，展開段階で本時の学習内
容に合った交流活動を行うことができた。
また，そのための思考ツールを工夫するこ
とができた。

終末段階で「学習内容･学習方法･学び
の活用」の３点から振り返らせること
で，自己の伸びを実感させられたか

3.3 3.3 2.9 2.8 4.0 4.2 3.4 3.4 B-

△振り返りの観点が３つあることを理解さ
せるために，「何が」「どうして」「つぎ
は」というキーワードを提示した。次年度
も引き続き取り組み，さらに定着を図る必
要がある。

△「学習内容」，「学習方法」，「学び
の活用」についての振り返りそれぞれを
「発見」，「考え」，「チャレンジ」とい
う文言に置き換えることで，導き出す内容
が明確になった。

△週末段階に「振り返り」を行う授業パ
ターンが確立されてきた。

研究発表会，教室・授業訪問，校内研
修等によって授業改善が図られたか

3.6 3.9 3.8 3.7 4.3 4.4 3.9 4.0 B
△研修や授業公開をとおして，研究構想
に基づいた授業像を共通理解し，日々の
授業改善に努めることができたと考える。

▼取り組む手立てをさらに明確にし，授業
の変化を通した授業改善の実感がより感
じられるようにしていく。

△参観されることが多くなり，教師も意識
するようになったので，日常的に授業改善
へ取り組みを行えるようになった。

関
係
力

児童生徒間交流により，人間
関係形成・社会形成能力の向
上が図れているか

児童生徒間交流（三つのストリートプラ
ンなど）は，児童生徒の能力の育成に
有効であったか

3.2 2.7 2.3 2.8 3.1 3.0 2.9 2.8 C ▼対象が6年生のみということもあり，検
証が難しかったことが考えられる。

△小中一貫教育便りに載せられた子供の
感想等を通じて，そのよさについて共有さ
れてきている。

▼児童生徒間交流に関わる教師が限られ
ているので，その目的や活動内容につい
て，十分に共通理解できていない。

組
織
運
営

小中校長部会，推進委員会，
各部会で話し合った内容が，
学校全体に周知され，共通理
解が図られているか

かとう学園小中一貫教育の内容を職員会
議・資料等により把握できているか

3.8 3.3 3.6 3.5 4.1 3.7 3.8 3.5 B

▼全体的に下降傾向であった。普段は議
事録を回覧しているが，発表会前は担任
の先生方は授業に集中するため，全体会
の内容までは伝えていなかったことが原因
の１つと捉えている。

▼引き続き，推進会議での協議内容を各
種会議や連絡会の場で職員へ周知してい
くことが必要である。

▼研究発表会後，小中一貫教育の内容を
意識する教職員が減った。

道徳の時間の充実【中学校】
授業診断や校内研修は役に立っているか
【中学校】

4.2 4.4 4.2 4.4 B+ ― ―
△授業診断や校内研修の内容が，普段の
授業に生かされるようになった。

学力の向上【中学校】
自己の授業は改善されているか
【中学校】

4.1 4.3 4.1 4.3 B+ ― ―
△研究発表会に向けて取り組んだ授業改
善が，学力の向上につながった。

学習規律の徹底【小学校】
自己診断シートにもとづいて，学習規律
を徹底しているか【小学校】

3.9 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 B
「河東っ子認定」という形で取り組んだた
め，自己診断シートという意識が下がって
いたかもしれないが，学習規律は確実に
高まった。

△「学年経営・学力向上プラン」，「学
級経営構想」，「教室訪問記録表」それ
ぞれの項目について共通させることで，学
習規律について徹底を図ることができた。

―

ふるさと学習の推進
ふるさと学習をとおして，地域の一員と
しての自覚を高めることができたか

3.3 3.3 3.1 2.9 3.2 2.9 3.2 3.0 B- △カリキュラムのとおりに，実施すること
はできた。

▼日常の学習活動を通して河東西校区ボ
ランティア会にかかわっていただいたり，
ふるさと学習を通して地域にかかわること
には取り組んでいる。これを踏まえ，学習
活動を通して，地域とのつながりにおける
意味づけや価値づけをさらに行い，子供
の意識を形づくっていく必要がある。

▼中１でしか学習をしていないので，関
わっていない教員は意識が低い。今後，
学校全体の取組にしていかなくてはいけな
い。

かとう学園校区いじめ防止基
本方針にのっとり，不登校いじ
め防止対策委員会が定期的に
開催されているか

かとう学園校区いじめ防止基本方針を理
解して，いじめを生まない教育実践がで
きているか

3.8 3.8 3.9 3.9 3.6 3.7 3.8 3.8 B
△月１回のアンケートなど，指導計画に
則って実施することができた。事案が起き
たときは，生徒指導委員会で対策を考
え，迅速に動くことができた。

△無記名アンケート・教育相談に加え，
生徒指導主任が主務となって実施いる子
供支援委員会を通して，いじめの未然防
止や早期発見に務めることができた。

△各委員会が充実してきており，学年を超
えて教職員全体でいじめを生まない教育
実践を行うことができつつある。

小中間で，生徒指導上の情報
が共有されているか

小中で児童・生徒の生徒指導上の情報
が共有できているか

4.0 3.5 3.1 3.8 3.3 3.2 3.5 3.5 B
推進委員会を利用して，児童・生徒の情
報交換を行っていた。2学期は発表会の内
容が中心であった。３学期は再び生徒指
導の情報交換を行っていく。

△中学校の校則を踏まえ，小学校でも学
校生活において整えるべき内容や守るべき
規則が明確になった。

▼生徒指導上の情報を共有できるシステ
ムは確立されつつあるが，まだ，ラインに
沿った報告・連絡・相談ができていない
ときがある。

地域のひとものことを積極的に
取り入れた教育課程を実践し
ているか

地域のひと・もの・ことを取り入れた教
育活動が学校全体で実践できているか

3.8 3.9 3.7 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 B
△地域の財産を活用した教育活動がどの
学年においても実施されたため，上昇に
つながった。

△河東西校区ボランティア会の積極的な
学習活動への参加によって，地域との連
携を継続発展させることができている。

△地域の人材を生かした学校行事を展開
することができた。

PTAと協働し，望ましい生活習
慣や家庭学習の習慣をつける
取組が充実しているか

望ましい生活習慣や家庭学習の習慣につ
いて保護者に発信しながら取り組んでい
るか

4.0 3.9 3.5 3.8 4.0 3.8 3.8 3.8 B
△今年度は，地域・家庭教育委員会に
よって，家庭学習チャレンジ旬間に「ノー
テレビ，ノーゲーム，ノーユーチューブ」
の取組をしてもらい，好評だった。

△家庭学習チャレンジ旬間の時期も含
め，「課題提示－家庭学習－河東西検定
－家庭学習－再検定」といったサイクルを
構築することができた。

△学年通信や学校だより，学校HPが充実
しており，保護者と問題点を共有しながら
教育活動を行うことができている。

3≦3.5 ＜3.8
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成果（△）と課題（▼）

教室訪問，授業交流会（10教
科部会），校内研修等によ
り，授業改善が図れたか

質問 評定河東西小 河東中河東小
教員

平均


