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① C B

ICT機器を活用した授業づくりについて、冬期休業
中に市教職員で研修を行う。また、教職員の自主学
習サークル「すくすくーる」は、2学期から参加自由
の研修を放課後行っており、これからも継続して行
い、教職員のICT活用能力を高める。

② B A

ICT機器を活用して、迅速に、かつ大量に情報を得
ることができるようになっているが、そこから必要な
情報を選び、自分の考えをまとめるには、時間をか
けてじっくり取り組まなければならない学習である。
学期に幾度かは、まとめたことを発表する場を授業
で設定し、意見交流させることが大切だと考える。

③ C B

家庭での読書を呼びかけ、保護者とともに、子ども
が読書に親しむ時間を設定する。国語の音読の家
庭学習も低学年では継続して続け、文字嫌いの子
どもにならないよう、学校でも配慮する。

④ C A

道徳科はこれからもローテーション授業を継続す
る。そして、子どもたちがグループで話し合う場面や
学級全体で意見を交流させる場面を、1時間の授業
の中で必ず設定する。

⑤ B A

1学期に1度のいじめアンケートの実施はこれからも
継続して行い、子どもからの声を大切にして、いじ
めの早期発見と予防に努める。

⑥ B A

ルールやマナーの実践化には、家族の理解と積極
的な働きかけが必要なので、学校だよりや学年だよ
り、学級通信で、保護者や地域住民にも呼び掛けた
い。

⑦ C A

児童が外遊びを楽しむことは非常に良いが、それに
つれて増加したのが骨折等の怪我である。新型コロ
ナ感染症対策で、3ヶ月間臨時休校になったため、
体を存分に動かす機会が減ったことが原因の一つ
と考える。けがを減らしながら体力を高める取り組
みについて、考えなければならない。

⑧A C B

本年度、全学年で行った郷土学習を次年度にも引
継ぎ、次年度はそれ以上に地域を知る学習ができ
るよう、年度当初から計画立案する。地域学校協働
活動推進委員の力をお借りし、地域人材でゲスト
ティーチャーとして来校いただける方を紹介してい
ただく。

⑧B C B

学校運営協議会と地域学校協働本部は本年度から
設置されたものである。また、コロナ禍で会議や会
合が開けなかったため、学校が十分意見を聞けたと
は言い難い。来年度は年間計画に沿って会議が行
われるようなので、真摯に意見を聞き、それを教職
員に伝えたい。

⑨ A A

同じ学年を受け持つ教職員で、また、同じ分掌の教
職員で、声を掛け合い、協力して業務をこなすこと
が必要である。個業体制では若手が育たない。若手
のキャリアを伸ばすために、ミドルリーダーのリー
ダーシップを高めていかなければならない。
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[2]具体的達成目標と評価指標

「授業中に自分の意見を書いてまとめましたか。」の質問に
肯定的な回答をしたのは、後期アンケートが86.7%で、前
期アンケートよりも6.6ポイント上がっている。書いてまとめ
る作業を授業の中で行うために、ワークシートを作成し、授
業中は一人ずつディスプレイに映す等の工夫をしたことが、
よい結果につながったのかもしれない。また、「自分の意見
を発表する時間がたくさんあった」と答えた児童の割合は
77.8%である。

このことについて「できた」「概ねできた」と回答した教員は
約20ポイント上がって87.1%になった。2学期は社会見学
などの校外学習やゲスト・ティーチャーによる授業の後、自
分の考えをまとめて新聞にまとめたり、プレゼンテーション
をしたりする学年が多かったためと思われる。

先生や司書さんが選んでくれた本を読んだ児童は71.3%
である。臨時休校中に欠けた授業時数を登校再開後に取り
戻すため、本校では朝の読書タイムを学習補充の時間に替
えた。よって、学校での読書時間が減少したのだが、教員は
子ども一人一人の興味関心や言葉の理解度などを考慮し、
絵本を紹介したり、分類番号から1冊ずつ読ませたりしたた
め、この数値になったと思われる。

公表日　　月 日

　　　その他

評
定

教職員の自己評価が低いのは、「地域住民からの声＝地
域から学校への文句や苦情」と考えているからではないだ
ろうか。だから、建設的な意見を地域から学校へ届ける方
策を地域は考え、学校は地域住民からの声を聞く場やそ
の方法を考えなければならない。

いじめられず、安心して学校生活を送ることができたと感じ
ている児童は、後期アンケートで91.2%だった。11月30日
に実施した県のいじめアンケート調査では、「いじめられた」
「いじめられているのを見た」と回答した児童一人一人に担
任が聞き取りを行い、いじめと認められた事例は3件だっ
た。そのいずれも、学級担任はいじめている児童に対して
普段から注意を促し、指導をしていた事案である。

地域の方に教えてもらったり、ともに活動したりして、学習を
進められたと感じている児童は91.8%であった。1学期はゲ
ストティーチャーとして来校する方の健康状態が懸念された
ので、地域の方々との交流は中止し、2学期から実施してい
る。本年度はどの学年も郷土学習に力を入れており、新規
事業を計画している。SSS（スクール・サポート・スタッフ）が
週3日勤務しており、SSSを通じて事業計画を立てたことで
学習を進められたことを感じる。

「お子さんは、いじめたりいじめられたりすることなく、友
だちと仲良く過ごせていますか」との問いに、「そう思う」
「概ねそう思う」と答えた保護者の割合は91.7%である。
全学年でクラス替えを新学期にしたが、臨時休校が続
き、完全に通常の登校状態になったのが6月半ばからで
あり、保護者も友だちとの関係がうまくいくのか心配だっ
たようだ。

「お子さんが、地域の方から教えてもらったり、地域の方
と一緒に活動していることをご存じですか。」という問い
に、56.0%の保護者が肯定的回答をした。また、「学校
はボランティアや地域のみなさんの力を生かした教育を
行おうとしていましたか。」の問いに、「そう思う」「概ねそ
う思う」と回答したのは79.1%だった。

96.8%の教職員が「できた」「概ねできた」と回答した。11
月30日のいじめアンケートで、学校がいじめと認知したの
は3件で、そのうち2件は同一人物からである。初期の「い
じわる」の段階から、担任が報告していたため、いじめの輪
が大きくなったり他の友だちに広がったりはしていない。

後期は「できた」「概ねできた」と回答した教職員は65.5%
になり、ボランティアの登録者数も103人になった。どの学
年も新しい取り組みを計画・実施しており、ゲスト・ティー
チャーの来校が可能となった2学期以降、充実した郷土学
習を行っている。しかし、新規事業を計画することは大変な
作業で、事業数を増やすには限界がある。

児童の87.4%は投げる力や走る力が高まったと言うが、実
際には、50メートル走で2学年、ソフトボールこれは、新型コ
ロナ感染症対策で、臨時休校中は集団での外遊びができな
かったため、それから、学校が再開されても、学校生活の
様々な場面で、自由に体を動かすことが規制され、運動量
がかなり減ったためと思われる。

子どもと教職員に郷土学習について認識の差がある。子
どもは地区の人とともに学習ができたと思っているが、教
職員はそうではない。それは、関わった学年しか学習の様
子を知らないからであろう。教員同士の情報交換と広報
活動で、郷土学習の進捗状況を全教職員が知り、当該学
年ではない者も「（郷土学習を）やった。」と感じることが必
要であろう。

公
表
方
法

具体的に、何を、いつまでに、どの
水準まで、数値化

児童一人一人に自分の意見を
書いてまとめさせ、それをもと
にプレゼンテーションや新聞な
ど多様な発信方法で友達と交
流させる。

　　　文書配布

　　　ホームページ

子どもがICT機器を活用する
授業を積極的に行い、授業中
の児童の様子等を実践記録に
まとめる。

自分の意見や考えを書いて確かめ、自信を持って発
表できるようにしようと考えた。どの学年もノート以外
にワークシートを印刷し自分の考えをまとめる作業に
力を入れている。しかし、目当てを達成できたと思って
いる教員は５７．９％しかいない。

公表方
法

中間評価

　　　「すくすく」　　しっかりと根を張り、幹を太くし、枝を広げた木のように育つ子どもの育成

Ⅲ　本年度の重点課題

[5]自己評価

　　　　　　　　　　　　　　　　評　価　日　　  令和2年　12月　23日

[6]学校関係者評価

それぞれ年間4回開催した学校運営協議会と地域学校
協働本部の活動については、学校だよりで紹介した。地
域とともにある学校づくりを保護者にもっと理解してもら
いたかったが、「学校は教育活動をわかりやすく伝え、家
庭と連携を図ろうとしていましたか。」の質問に、「そう思
う」「概ねそう思う」と回答した保護者の割合は、82.6%
である。

Ⅱ　前年度に残された課題

　　　　　Ⅰ　学校教育目標

〇「自ら学び自ら考える子の育成」について
　・自分の考えを文章で綴ることに抵抗感があり、まとまった文章がなか
なか書けない児童が多い。
　・子どもの思考力が高まる読書指導が行われていない。
〇「他人を思いやる温かい心をもつ子の育成」について
　・周りの人を温かく元気にする挨拶ができない子が多い。
　・友達と一緒にいると善悪の判断が鈍くなり、ルールやマナーが守れな
い。
〇健康でたくましい子の育成
　・児童が喜んで外遊びに興じる工夫が少ない。
〇学校評価の活用
　・学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民のニーズを把握し、そ
の思いを学校運営に反映させていない。
〇その他
　・「教職員が生き生きと子どもと向き合う時間創造プログラム」に沿った
自分自身の勤務管理の工夫の余地がまだまだある。

〇「自ら学び自ら考える子の育成」のために
　①授業での話し合い活動を手掛かりに、自分の考えを広げ深める。
　②身に着けた基礎学力を土台に、タブレット端末等を活用して得意分野やこだわりを持つ領域の学びに存分に取り組む機
会を設ける。
　③教員自らが優れた読書指導者として、児童に読書の楽しさや面白さを語り、子どもの読書好きを増やす。
〇「他人を思いやる温かい心をもつ子の育成」のために
　④発言を傾聴して指導に活かし、子どもが多角的・多面的に物事を捉えられるよう、授業研究を行う。
　⑤子どもが話す内容や話し方、表情や振る舞い、文章などからいじめを察知し、安心して学校生活を送ることができるよう
にする。
　⑥粗暴な言動をくり返す子どもや精神的に不安定な子どもを減らす。
〇健康でたくましい子の育成
　⑦　外で遊ぶことの楽しさを子どもたちの意識に根付かせるための環境づくりを行う。
〇地域との連携および学校評価の活用
　⑧地域の声や地域の力を活かした郷土学習を推進し、地域を愛する子どもを育てる。
〇その他
　⑨「教職員がいきいきと子どもと向き合う時間創造プログラム」の趣旨を理解し、教職員一人一人が自ら服務や勤務の管
理を行う。

〇「自ら学び自ら考える子の育成」のために
　①子ども一人一人に合った方法で学習の基礎・基本を身に着けさせる。
　②タブレット端末を活用し、児童一人一人がそれぞれの興味・関心に応じて探求的な学習を行う。子どもの個性豊かな学びを受け入れる度量と、多様な考えを引き出す力量を身に着けている。教員との対話を通じ、自
己の考えを広げ深める
　③児童一人一人の読書生活や読書傾向を把握し、その子どもに応じた本を紹介する。
〇「他人を思いやる温かい心をもつ子の育成」のために
　④話し合いを通して子どもに自分の考えを深めさせるような道徳科の授業を行う。教員との対話を通じ、自己の考えを広げ深める
　⑤安心して学校生活を送ることができるよう、人権意識を高める指導でいじめをなくす。学校生活で子ども同士の対話を通じ、自己の考えを広げ深める
　⑥児童一人一人のルールやマナーを守る気持ちを高める。
〇健康でたくましい子の育成
　⑦業間や業前に「投げる」「走る」力を高める体育活動を推奨し、その環境づくりを行う。
〇地域との連携および学校評価の活用
　⑧地域の声や地域の力を活かしたカリキュラムをマネジメントし、地域との連携を図る。地域の人との対話を通じ、自己の考えを広げ深める
〇その他
　⑨「教職員がいきいきと子どもと向き合う時間創造プログラム」の趣旨を理解し、教職員一人一人が自ら服務や勤務の管理を行う。
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表
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後期アンケートでは、94.0%の児童が、学校でICT機器を
操作して学習を進めたと答えている。WordやPower
point　を使って、調べた事柄をまとめる学習も、4年生以
上ができるようになった。どの子も一人1台ずつ貸与される
タブレット端末での学習を楽しみにしている。

[3]自己評価

　　　説明会実施

臨時休校中に動画を作成したり、テレビ会議システム
のテスト配信をしたり、と教職員のICT機器操作のス
キルは上がった。しかし、児童がICT機器を活用する
授業ができたかというと、３９．５％の教師しか肯定的
回答をしていない。動画を見せるだけの授業ではな
く、児童がICTを使って積極的に参加する授業を考え
なければいけない。

　　　説明会実施

　　　その他

評
定

児童生徒アンケート

生駒市立生駒小学校

[4]外部アンケートの分析

保護者アンケート 最終評価（成果と課題）

　　　　　　　　　　　　　　　　公　表　日  　令和3年　1月　4日

　　　ホームページ

Ⅳ　来年度に残された課題

「できた」「概ねできた」と回答した教員は５０．０％だっ
た。熱中症と感染症の対策で、昼休みの遊びが制限さ
れたということも理由の一つかもしれない。しかし、本
校の前年度の体力テストでは、投運動や走運動に課
題のあることが分かっている。遊びの中からそれらの
力を補い、バランスのいい体力となるよう心掛けた
い。

自分も相手も尊重して共生で
きる仲間づくりを目指し、「いじ
め」の認知件数を減らす。

6月第3週から一斉登校が始まった。進級してクラス替
えがあり、児童の人間関係を教員が十分把握できな
い中での一斉登校開始であり、不安や心配が尽きな
かった。そこで6月24日から27日の間でいじめアン
ケートを実施し、気になる出来事や気になる子どもに
ついて、聞き取り調査を実施している。８０．６％の教
員が肯定的回答をした。

教職員が子どもの体力向上のために手作り遊具を製作し
たこと、そして、忙しい学級担任が休み時間に子どもと一
緒に運動場で遊ぶ取組を行っていたことを評価する。遊び
嫌いの子どもに教師が声をかけ、遊ぶ楽しさをともに活動
することで伝えてほしい。体力低下や骨折の増加等、新型
コロナ感染症が子どもの体力や健康に与えた影響につい
てを、データで示す必要がある。

学校図書館司書や図書館教育
担当教員の助言や支援を受け
ながら、子ども一人一人の興味
関心に応じた本を年間を通し
て紹介する。

交流や話し合いで子どもの言
動に変化をもたらすことができ
る道徳科の授業について教材
研究を行い、同じ学年の担任
同士で積極的にローテーション
授業を行う。

保護者の1割ほどが、いじめの指導について不安を抱いて
いることを教職員は忘れてはならない。そのような保護者
が意見を言える場を、学校は設けなければならない。ま
た、子どものSOSのサインを見逃さないよう、教職員は子
どもの少しの変化にも気付けるような指導体制を敷くべき
である。

「お子さんの言動で、『変わってきたな。よくなってきた
な。』と感じることがありましたか。」という質問に対して、
肯定的な回答をした保護者は80.7%である。昨年度よ
り15.9ポイント上昇したのだが、これが道徳科教育活動
によるものだとは断言できない。しかし、きっかけになっ
たことは否めない。2学期は全学年でローテーション授業
を実施した。

投運動、走運動能力等を高め
るため、休み時間に外で元気よ
く遊ぶ取組を各学級で毎週1回
行い、広い運動場で楽しく体を
動かす子どもを増やす。

「お子さんは放課後や休日も元気に外遊びを楽しんでい
ますか」の問いに「そう思う」「概ねそう思う」と答えた保
護者の割合は63.0%でした。新型コロナ感染症対策で、
友だちと一緒に外で遊べる状況ではなかったことも原因
の一つであろう。

教員の8割が、話し合う時間を学級で確保したと回答
した。ルールは社会生活を営む上で非常に重要な事。
マナーについては社会経験が乏しい子どもには、分か
らないことも多いはず。だから学級でそれらについて
考えさせる時間が大切だと思われる。この目当てにつ
いて肯定的回答をした教職員は８０．６％だった。

学校の生活をよくするため、楽しく過ごすためのマナーや
ルールについて、学級で話し合ったという児童は92.0%で
ある。約束が守られていない、マナーが悪いと感じた教員は
生徒指導部に報告し、生徒指導部はそれを教職員打ち合わ
せの時間に全員で共有できるようにしている。

「お子さんは家でパソコンやタブレット端末、スマートフォ
ンを使って勉強していますか」との問いに、「できた」「概
ねできた」と回答した保護者は３６．０％しかいない。2学
期末に一人1台のタブレット端末が配布されたので、3学
期からはこの数値はかなり上昇したと思われる。

約束、きまり、ルール、マナーが安全・安心な学校づくりに
つながる。よって、なぜ守らなければならないのかを子ど
もに理解させることが肝要である。年度当初の臨時休校
が原因と考えられるのが、登校時に挨拶ができない1年生
の存在である。年度末に学友区ごとに行われる地区懇談
会では次年度の登校班を決めるが、それに見守り隊が出
席し、登下校時のマナーやきまり、危険個所について説明
するのはどうだろうか。

92.3%の教職員が「できた」「概ねできた」と答えている。2
学期は道徳科の公開授業が3度あり、それに向けて教職員
は教材研究を重ねた。担任してない学級での授業では、授
業者は児童の反応にとても敏感になる。何が良かったの
か、行き届かなかった指導は何かを感じながら、教員は
ローテーション授業を行うことができた。

この設問に「できた」「概ねできた」と答えた教職員は
96.8%で、前期よりも16ポイント以上上昇している。新型
コロナ感染症対策で、学校生活で守らなければならない決
まりが多くなり、学級で話し合うことも増えたためと思われ
る。

ローテーション授業は面白い試みで、児童は道徳科で担
任以外の先生から授業を受けることをとても楽しみにして
いた。教師が自分の授業の良さや改善点に気付き、修正
しながら同じ単元を他学級で行えるため、教員のスキル
アップに効果的である。だから今後も続けてほしい。道徳
科の授業では、タブレット端末を使って学級みんなの意見
の集約をしていたが、書いた言葉に責任を持つことを、子
どもたちに教えてほしい。

公表方
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1人の教師が、その学年の全部のクラスの同じ単元を
同じ題材で授業するスタイルをローテーション授業と
呼ぶ。1学期は臨時休業で、道徳科の授業の確保が難
しく、学級担任が自分の学級を指導するといういつも
の授業スタイルだった。よって、「できた」「概ねできた」
と回答したのは教員の23.5％しかない。

家庭で楽しんで読書活動を「する」「概ねしている」という
保護者は59.8%で、昨年の72.0%を大きく下回った。
学校運営協議会の委員からも家庭内読書の衰退を危惧
する声があった。しかし、「保護者が本を読む姿を見せる
ことが子どもが読書をするきっかけになることを十分わ
かっているのだが・・・」ということであった。

「道徳の授業では話し合いをすることが多かったですか。」
の質問に対して「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答
えた児童は後期が87.7%で、前期の62.8%を24.9ポイン
ト上回った。2学期には全学年でローテーション授業を行
い、学校全体で授業研究に取り組んだことが、この結果に
つながったと思われる。

子どもが理解を深めるため、地
域に住む方の力を借りて学習
を進められるよう、新しい取組
や新しい方策を考える。
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子どもの興味関心や発達段階に配慮した本を選んで紹介
することができた教員は４４．４％しかいない。本年度は朝
の読書タイムが学習帯タイムになり、本に接する時間が少
なくなったが、あらゆる学習において「読む」という指導は
できるので、国語の時間にとらわれずに、個に応じた選書
を行っていかなければならない。

この目当てに対して肯定的な回答をした教職員は、全
体の１７．６％しかない。本年度から本校は学校運営協
議会を設置し、地域とのつながりをさらに強め、子供
の成長を地域の方と共に見守る体制づくりをしてい
る。しかし、新型コロナ感染症の拡大や蔓延のため、
予定していた地域の方とのふれあいや郷土を知る学
習ができなくなり、「できた」「概ねできた」と回答した
教職員は少なかった。

この設問に肯定的回答をした教職員、70.4%で、前期より
も20ポイント以上増えた。夏の暑い季節は熱中症を心配し
ながら休み時間を過ごしていた子どもたちは、秋以降、思
い切り運動場で走り回っている。また、投げる力を高めるた
めに、手作り遊具を作成したが、子どもたちに好評で、休み
時間は行列ができるほどである。

学校や学級をよくするための方
策やルール、誰もが気持ちよく
過ごすための社会生活上のマ
ナーを考えさせる指導の時間
を確保する。

教職員には、大人としての自覚や子どもを教える者として
の自覚、公共心などをきちんと持った人でいてほしい。学
校がどのような新型コロナ感染症対策を行っているのか
を育友会誌で知ったが、そのために早朝から出勤し、子ど
もの下校後も消毒作業を行う教職員の苦労に感謝してい
る。

学校運営協議会の会合も、育友会の総会をはじめと
する各部署での会議や打ち合わせも、新型コロナ感染
症対策で開催できず、委員や役員の声を聞き取ること
ができなかった。担任している子どもの親が育友会役
員であるなら、情報を得ることはできるが、ほとんどの
教員がそうではないため、１５．６％しか「できた」「概ね
できた」と回答していない。

児童一人一人の好みや興味関心を掌握することは大変難
しく、時間がかかる。だから、個に応じた本の紹介ができ
た教員が少ないのだと思われる。それならば、教師の趣味
や興味関心に合わせて、教員好みの本の紹介をしてもい
いのではないか。また、読むのが好きな子＝本好き、では
なく、読んでもらうのが好きな子も本好きであることを、教
員は理解してほしい。

教職員の地道な取組の成果が出ていることが児童アン
ケートからわかる。書くのが苦手だった子どもが、ICTの
力を借りて、意見を表出できるようになった例もある。しか
し、参観日に見たプレゼンテーションでは、発表後の感想
で、発表者への否定的意見を述べられる子どもがいな
かった。批判的に物事を見ることも、子どもたちに身につ
けさせてほしい。

児童がタブレット端末を使ってプレゼンテーションをするこ
とに驚いた。短期間でスキルを身に着けている。ICTを
使った授業改善はまだ始まったばかりなので、これから教
員が児童をどのように指導し、またどのように活用するの
かを見ていきたい。
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2学期末に児童一人1台ずつにタブレット端末が貸与され
たが、個人懇談中の半日授業であったため、担任は、IDと
パスワードを入力する指導をするのが精いっぱいだった。
しかし、担任は、これからは自分の裁量で、そして様々な場
面で使用できることを実感し、ICT機器を活用した授業づ
くりに意気込んでいる。本設問に「できた」「概ねできた」と
回答したのは48.4%になった。

63.3%の教職員が「できた」「概ねできた」と回答してい
る。11月末に、学校運営協議会が、授業の様子や子どもの
姿、学校施設を見学され、ご意見を頂く機会があった。子ど
もの読書活動の推進やコロナ禍で心配される子どもの体
力低下について、教職員に伝えている。

毎朝の読書タイムは、授業時数の確保のため、国語の
補充学習の時間になった。そのため、読書指導にあま
り力を入れられなかったのだが、２３．５％の教員が、
児童一人一人の興味関心に応じた選書で、読書指導
に力を入れたと回答している。

　　　文書配布

すべての教職員が調和して学
校教育活動に臨むため、提出
期限や退勤時刻、綱紀やマ
ナーを守る。

出退勤時刻を校務支援システムで自分のパソコンか
ら入力し、超過勤務時間を算出するようになってから
は、今まであいまいだった自分の勤務状況が「見える
化」され、自己管理能力が高まった。マナーについては
気づいた者がその都度注意し、心地よい勤務環境を
作るようにしている。９４．７％の教職員が「できた」「概
ねできた」と回答した。

この設問のみ、前期自己評価に比べて肯定的回答の割合
が低下し、90.3%である。締め切りを守らず、集計が遅れ
たり、クロックアウト時刻が守れなかったりしたことがあっ
た。タブレット端末の導入で、学年や分掌で話し合うことが
多く、45時間以上の超過勤務者が増加したことは、致し方
ない。

学校運営協議会、学校評価委
員会、育友会からの意見を自
分の教育活動に活かす。


