
甲斐市立双葉西小学校 自己評価書 

平成２９年２月２１日(火)作成 

  校長 「 一瀬 明仁 」  記述者 職名（ 教頭 ）「 長谷川 和典 」 

学校教育目標   「 ともに学び，ともに育つ 」 

学校経営方針   

・基本：教師力の向上・信頼によるチーム力の発揮・創意ある協働 

 

１ 「ともに学び ともに育つ」学校教育の目標を自覚し「こども像」「学校像」「教師像」   

を常に意識し、教育実践に取り組む。 

 

２ PDCA サイクルを生かし、課題を明らかにして工夫や改善をしながら、より質の高い教

育活動を構築する。 

 

３ 意欲的に研修・研究に励み、専門職としての資質能力の向上に努める。 

 

４ 信頼され特色ある学校づくりの実現に努める。 

 

作成にあたって 

○今年度から年１回の実施となり、「保護者アンケート」「教職員自己評価」「児童アンケート」の

３つのアンケートを11月に実施した。 

 

○結果については、以下の考え方を基本としてまとめていくこととした。 

 

教職員自己評価に関して 

・これまでと同様、Ａ回答（そう思う）とＢ回答（ややそう思う）を合わせて肯定的な回答として捉え

ることとし、ＡとＢを合わせた回答率が90％を上回る項目は「達成できている」と評価する。 

 

・肯定的な回答の回答率が80％を下回る項目は「本校の課題」とする。 

 

・市内小学校全体の数値と比べて、A回答に10ポイント以上差がある項目は、「本校の特徴」として捉

える。 

  

保護者アンケート・児童アンケートに関して 

 ・教職員自己評価と関連がある項目について適宜取りあげる。 

 



１ 全体評価 

○教職員自己評価から 

・肯定的な回答が５７項目全てで90％を超えており、全ての項目が「達成できている」と評価でき

る。学校教育を全体的な視点でみた時、本校職員が高い意識で教育活動に取り組んでいることがうかがえ

る。しかし、昨年同期の評価結果と比べて、Ａ回答率が10％前後下がっている項目が２１ある。これは、

教職員が自らの取組に対して、「まだできるのではないか」と厳しく評価をしていることもあるが、それ

以上に、職員の大きな異動があったことに起因していると考えられる。 

 

○児童アンケートから 

・肯定的な回答90％を超えたものは、２５項目中１２項目だが、ほとんどの項目が80％を超えている。１

「学校が楽しいですか」に対しての肯定的な回答が91％と高い評価であることからも、概ね児童は充実

した学校生活を送っていると考えられる。しかし、 Ｃ・Ｄ回答の児童がいることには引き続き留意し、今

後の適切な指導が必要であり、友達関係や学級集団の中での児童の様子をしっかり見ていきたい。 

 
・１１「授業中に質問や意見を言っていますか」に対しての肯定的な回答が68％と低いことは、本校の

課題である。 

 

○保護者アンケートから 

・肯定的な回答90％を超えたものは２４項目中１０項目であるが、児童アンケート同様、ほとんどの項目

が80％を超えている。１「お子さんにとって、学校は楽しいところだと思う」に対しての肯定的な回答

が96％と高い評価であることから、保護者も概ね学校について満足していることがうかがえる。 

 

・肯定的な回答が80％を超えなかった以下の項目は、本校の課題である。 

１３「お子さんは、宿題の他にも家庭で自主学習をしていますか」に対しての肯定的な回答が52.1％ 

１４「お子さんには、困ったことがあった時に相談などのできる友達がいますか」 

に対しての肯定的な回答が64.6％ 

１５「お子さんのことで、相談できる先生がいますか」に対しての肯定的な回答が70％ 

２１「お子さんは将来の夢や希望をもっていますか」に対しての肯定的な回答が72.4％ 

２５「学校は、外遊び奨励など健康教育に力を入れていると思う」に対しての肯定的な回答が72.7％ 

２６「学校は、ショートタイム等言語活動に力を入れていると思う」 

に対しての肯定的な回答が63.5％ 



２ 項目ごとの評価結果（達成状況・改善策） 

Ⅰ 学校教育目標に関して・学校経営について 

達

成

状

況 

・８項目全てで肯定的な回答が 100％である。特に、１（学校教育目標）３（教育目標や重

点目標）８（学校教育目標を意識した指導）はＡ回答率が 90％以上であり、学校教育目標

や重点目標の具現化に向け、年間を通して、全教職員が共通理解のもと一体となって学校･

学年の教育活動を計画し、実施していることがうかがえる。 

・「ＰＤＣＡサイクルで教育活動が取り組まれている」については、市全体のＡ回答率と比

べると 11.7 ポイント低く、日常的に行われている教育活動の振り返りの難しさに起因する

ものと考えられる。 

 

・「職場の福利厚生・健康管理への配慮」については、市全体のＡ回答率と比べると 12ポイ

ント高く、本校の特徴といえる。しかし、行事の多い時期には、授業や行事の準備や打合せ

のため、時間外勤務や休日に出勤をする職員も多く、配慮はあるものの、現実的には仕事優

先になり、健康管理が後回しになってしまうという現状がある。 

                                               

改

善

策 

項目５（ＰＤＣＡサイクルを生かした教育活動への取組）に関して 

・教職員の異動が大きく、引き継ぎが不十分で、昨年度の反省が生かされていない現状もあ

った。行事等の振り返りについては取り組みやすく、当たり前のように前年のものを踏襲

するのではなく、反省を生かしながら教育活動を創りあげていくステップを今後も大切に

していく。そのためにも、確実に引き継げるようにデータ保存の在り方を考えていく。 

・年度を跨がるようなものは、反省を元に、来年度の方向性まで出しておくようにする。 

・日常的な教育活動全てに対しての振り返りは難しく、時間の確保や方法だけでなく、学年

やブロックなど小さな単位で重点を決めて行っていくことも含め検討していく。 

 



項目７（福利厚生・健康管理）に関して 

・審議事項と連絡事項を明確にして会議の効率化を図ったり、校務分掌の複数分担制など仕事内容

の精選や効率化を図ったりする等、新年度に向けて見直しを進めていく。 

・多忙と多忙感は別のものであり、本校においては、多忙だが充実感を伴って過ごしている教職員が

多い。しかし、教職員に過度のストレスが蓄積されないように健康管理に配慮する必要がある。管

理職が、今後も日常的に教職員の観察や声かけを行い、一人一人の勤務状況や課題、悩み等につい

て把握するように努め、職員室の和やかな雰囲気づくりについても一層心がけていく。 

・休暇を取りやすい体制づくりや職場の雰囲気づくりに取り組んでいく。 

 

Ⅱ 学校運営について 

達

成

状

況 

・１２項目全てで肯定的な回答が 100％である。特に、１（施設設備の整備保全）６（職員間の

相互理解・信頼関係）７（報告･連絡･相談・確認）１０（児童の健康管理）１１（職員の服務管理）

はＡ回答率が90％以上と高く、児童の安全に留意しながら、組織として常に連携を意識した取組

がなされていること、また、職員の服務規律についての自覚も高いことがうかがえる。 

・学校運営に関しては市全体のＡ回答率に比べ本校のＡ回答率が高い項目が多く、共通項目８項

目中５項目となっている。なかでも、５（職員会議への積極性）８（校内研究への主体性）が高いこ

とからも、職員相互の理解・信頼関係の上に、安心して職員が積極的に学校運営に参画している様子

が本校の特徴として表れている。 

 

 

・２（危機管理マニュアルの理解）については、市全体と比べても同じような傾向にあるが、Ａ回

答率が他項目に比べると数値が極端に低く、昨年度と比べても改善されていない。理解しているつも

りでも実際に的確に行動できるかどうかという不安感が払拭できないこともあるが、ここでも、大き

な人事異動により、新しく本校の職員になった人が多いことが要因の一つとして考えられる。 



 

改

善

策 

項目２（危機管理マニュアルの理解）に関して 

・危機管理に関しては、未然防止･初期対応、事後対応と、基本的な流れは共通している。

会議や防災訓練の機会を利用し、年間を通して、研修や訓練を重ねる中で、継続的に基本

的な流れの理解を広げ深めていく。 

・各マニュアルのダイジェスト版の作成・活用等、教職員が手軽にマニュアルを手に取るこ

とができるような具体的なマニュアルの活用を考えていく。 

 

Ⅲ 学習指導について（児童及び保護者のアンケートも含めて） 

達

成

状

況 

・１０項目全てで肯定的な回答が100％である。児童アンケートの結果からも、教職員が日

頃から、児童に対して「わかる授業や楽しい授業」を行うための工夫に努力していることがうかがえ

る。 

・学習指導に関しても、４（個に配慮した授業）７（質問が出てくる授業）では、市全体の

Ａ回答率に比べ本校のＡ回答率がそれぞれ12.4ポイント、17.7ポイント高く、本校の特徴となってい

る。アクティブラーニングの手法を取り入れたり、子ども同士の学び合いを意識して授業を組み立て

たりと、教職員の積極的な取組の表れであると考えられる。 

・全体指導の中でも個への声かけ・個別指導を取り入れたりするだけでなく、支援員によるＴＴ指導

や個別指導を有効に活用し、成果をあげていることが、＜児童アンケート＞ に見られるような肯定

的な回答に結びついていると考えられる。 

・質問や発言が出やすいような授業づくりに努めているにも拘わらず、＜児童アンケート＞に見られ

るように、「授業中に質問や意見を言っていますか」という項目は肯定的な回答が 78％と低

く、本校の課題である。わかる授業づくりに取り組んでいる結果、質問が出てこないという見方もあ

る。しかし、児童の意欲を喚起しながら、児童の意見を引き出すような授業をどのようにつくり上げ

ていくかが、引き続き、今後の課題として改善への手立てを考えていかなければならない。 



 

・６（教材教具を活用した授業）では、市全体のＡ回答率に比べ本校のＡ回答率が13.9ポイント

低く、昨年度と比べてもＡ回答率が34.6％と大きく下がっている。これは職員の異動による影響が大

きい。西小学校にどんな備品や教材があるのかを全部把握できていない中で、日々の指導を

してきたことで十分できなかったという評価につながっている。 

 

＜児童アンケート＞ 

５「学校の授業は楽しいですか」に対して肯定的な回答は 89.9％ 

６「先生はよく勉強を教えてくれますか」に対しての肯定的な回答は 99.3％ 

７「国語の授業の内容はわかりますか」に対しての肯定的な回答は 96.4％ 

８「算数の授業の内容はわかりますか」に対しての肯定的な回答は 93.2％ 

９「授業でわからないことがあったら先生に聞いていますか」 

に対しての肯定的な回答は 86.4％ 

１１「授業中に質問や意見を言っていますか」に対しての肯定的な回答は 78％ 

 

＜保護者アンケート＞ 

８「お子さんは授業の内容がわかっていると思う」に対して肯定的な回答は 84.8％ 

１１「学校は熱心に授業に取り組んでいると思う」 

に対して肯定的な回答は 98.6％ 

 

改

善

策 

児童アンケート（授業中に質問や意見を言っていますか）に関して 

・児童に確かな学力を身につけさせることは学校教育の大きな目的の一つである。そのこと

を全職員が意識し、授業力を高め合う雰囲気づくりを進めていく。 

・職員研修や授業観察などを効果的に活用することにより、「学び合い」の授業を推進し、

教職員の指導力向上を図っていく。 

・分かりやすい授業づくりのためにも、継続して市支援員の活用を工夫し、特別な支援を必

要とする児童へのきめ細かな対応をしていく。 



・授業中なかなか発言できない子は固定化してきている。ペア交流、グループ交流など、少

人数での授業形態を工夫することで、そうした子どもたちも発言しやすい授業づくりをし

ていく。 

・低学年からの積み上げが大切である。間違いを大切にした授業、分かったところまでを発

表し合いながらみんなの意見をつなぎ合わせていくような授業等を工夫し、発言すること

に自信を持たせ、発言しやすいような雰囲気づくりをしていく。 

 

Ⅳ 生徒指導について（児童生徒用及び保護者用アンケート等も含めて） 

 

 

 

 

達

成

状

況 

・８項目全てで肯定的な評価が 100％である。「生徒指導」に対して、教職員一人一人が、

子どもとのコミュニケーションを大切にしながら、共通理解に根ざした対応と規範意識を育

む指導に心がけている様子がわかる。 

・生徒指導に関しても、５（課題を共有した対応）では、市全体のＡ回答率に比べ本校のＡ回

答率が11.3ポイント高く、本校の特徴となっている。 

 

・児童・保護者のアンケートを見ると、困ったときに相談できる先生や友達がいるという回

答の割合が低い。これは、昨年度や市全体と比べて、特に低いわけではないが、保護者から

の回答は70％以下と低く、本校の課題である。 

・保護者アンケートを見ると夢や希望に関する肯定的な回答が 72.4％と低く、本校の課題

である。ただ、児童アンケートの結果（85.9％）とはずれがあり、親子間の認識のずれもそ

の要因の一つと考えられる。しかし、夢や希望を持っていないと答えた児童（Ｄ回答）が

5.8％いることについては個別に対応する必要がある。 

 

＜児童アンケート＞ 

１０「困ったことがあったら相談できる先生はいますか」 

に対しての肯定的な回答は 82.8％ 

３「困ったことがあったら相談できる友達はいますか」 

に対しての肯定的な回答は 83.8％ 

２０「将来の夢や希望を持っていますか」に対して肯定的な回答は 85.9％ 

 

＜保護者アンケート＞ 

１５「お子さんのことで相談できる先生はいますか」に対しての肯定的な回答は 70％ 

１４「お子さんには困ったことがあった時に相談などできる友達がいますか」 

に対しての肯定的な回答は 64.6％ 

２１「お子さんは夢や希望を持っていますか」に対して肯定的な回答は 72.4％ 

 



 

 

 

 

改

善

策 

児童･保護者アンケート（子どものことで相談できる先生・友達の存在）に関して 

・「相談できる先生がいない」児童が 3.2％、「相談できる友達がいない」児童が 2.2％いる。

この中には、相談できる先生も友達も両方ともいないという児童がいることも考えられ

る。このことを深く受け止め、教職員が児童との関わりを見つめ直し、児童とのよりよい

人間関係を築いていくようにする。 

・日頃から児童とのコミュニケーションを心がけ、児童との信頼関係を深め、困ったことが

あったら相談できる関係を築き上げていく。 

・児童と同様に、「子どものことで相談できる先生がいない」保護者が 5.8％いる。学校と

家庭が手を携えて、同一歩調で児童の教育にあたりたい。そのためにも、学校と家庭との

連絡を密にとる中で、相互理解、信頼の確保を図りたい。 

 

保護者アンケート（子どもの夢や希望）に関して 

・年齢が上がるにつれて将来の夢や希望も現実的になりがちではあるが、せめて小学校に在

学中ぐらいは大きな夢や希望を持って学校生活を送って欲しいと願う。そのためにも、児

童にとって身近な存在である教職員や保護者が、夢や希望を語る必要がある。 

・キャリア教育のねらいの中に、「夢や希望、憧れる自己のイメージの獲得」がある。本校

のキャリア教育に関わる計画を改めて見直し、ねらいに迫る手立てを具体的に考えてい

く。その中には、教職員が夢や希望について語る機会を計画的に行っていくことも盛り込

んでいく。 

・この現状を家庭とも共有し合い、保護者も自らの夢や希望（現在でも小学生の頃でも）に

ついて語る機会を設け、児童が将来のことについて見つめる機会を大切にしていけるよう

呼びかけていく。 

・自己肯定感の低いことが夢や希望を持てないことに繋がっていると考えられる。自分だけ

でなく友達の良さに気づかせたり、得意なことに気づかせたりすることで、児童の自己肯

定感を高めていく。 

 

Ⅴ 地域との連携について（児童生徒用及び保護者用アンケート等も含めて） 

 

 

 

 

達

成

状

況 

・一項目を除いて肯定的な評価が100％である。児童や保護者のアンケートからも、地域人材を活用

した授業に対する評価の高さが表れている。 

・１（地域の教育力を生かす指導）２（情報収集）のように、Ａ評価の割合が前年度より大きく下が

った項目もあるが、ほとんどの項目で市全体のＡ回答を上回っており、全体的に良い評価を示してい

る。「コミュニティ・スクール」として、学校と地域との関わりが深く、地域の人材を積極的に活用

し、地域の支援を得る中で様々な教育活動が行われ、成果を上げていることが本校の大きな特徴であ

ることをよく表している。 



・保護者アンケートを見ても、学校の情報発信に関する肯定的な回答が94.3％と高いことか

ら、学校が教育活動について積極的に発信していることが分かる。 

 



＜児童アンケート＞ 

２５「地域の人が教えてくれる授業はためになっていますか」 

に対して肯定的な回答は97.5％ 

＜保護者アンケート＞ 

３「学校（学年・学級）だより、ホームページなどから教育活動の様子を 

知ることができる」に対して肯定的な回答は94.3％ 

２４「学校は地域人材の活用を活発に行っている」に対して肯定的な回答は91％ 

 

 

 

改

善

策 

・学校・地域･保護者が連携する中で、学校での教育活動が有効に行われていることがわか

る。しかし、コミュニティ・スクールとして継続した取組を可能とするためには、学校応

援団への新たな加入者を増やすことが、様々な話し合いの場で課題としてあげられてい

る。その解決は容易ではないが、保護者の協力は大きな解決への糸口になると考えられる。

ＰＴＡ会員は全員学校応援団に所属しているという意識を持ち、もっと気軽に（積極的に）

学校での教育活動に参加していただけるようになれば、コミュニティ・スクールとしての

活動もより活発になっていく。そのためにも、様々な機会にその活動内容を広報すると共

に、児童の成長が実感できるような取組を積み重ねていきたい。 

 

Ⅵ 学校の特色に関して（児童生徒用及び保護者用アンケート等も含めて） 

 

 

 

 

達

成

状

況 

・９項目全てで肯定的な回答が100％である。職員の異動が大きく、取り組む中で厳しい面も

あったが、共通理解を図りながら継続した指導をしたことで、特色を生かした活動が児童に浸透し

つつあるといえる。 

特に、地域との連携においては、コミュニティ・スクールであることから、学校の教育活動全般で

の地域との関わりが一層深くなり、児童だけでなく教職員も実感としてとらえている。それが項目９

（地域人材や地域素材を生かした教育活動の推進）の結果やあいさつに関わる児童アンケートの結果

にも表れている。日頃から、多くの地域の方が学校教育に関わることを通して、子どもと顔見知りに

なり、あいさつがより積極的になっていると思われる。 

しかし、児童の様子を見ると、自分の方から進んであいさつをしているかというと課題が残る。あ

いさつをされたのであいさつを返しているという、消極的な児童もＡやＢ回答に含まれている。「先

にあいさつをするキャンペーン」の取組を高学年から実施していくなど、児童会活動の一環として進

め、積極的にあいさつができる児童をさらに増やしていきたい。 

 



 

 

読書活動に関して 

・児童アンケートから家庭に帰ってからの読書時間を見ると、10分以下の児童の割合が昨年

度に比べ8.3ポイント（19.3％→27.6％）増えている。家に帰れば、遊ぶ、家の仕事を手伝

う、家庭学習をする・・と、やらなければならないことがいろいろある中、読書の時間を確

保することがなかなか難しい現状もあると考えられる。 

 学校応援団による読み聞かせや図書館の利用を積極的に勧める取組、「うちどく」や「親

子読書」として家庭を巻き込んでの読書活動への取組など、毎日は無理でも、継続して行う

ことで、少しでも家庭で本に親しむ機会、読書を通して家族の繋がりを深める機会を大切に

していきたい。 

 

ショートタイムに関して 

・昨年度から言語活動の充実以外にも、算数の基礎基本の定着に取り組んできた。そうした

日常的な取組の成果が、各種調査の結果にも表れているのではないかと考えられる。児童ア

ンケートの結果を見ても、94.3％が有効性を感じており、継続した取組の大切さが改めて感

じられる。しかし、保護者アンケートを見ると、Ｄ回答が 20.4％とショートタイムに関す

る保護者の認識は低く、この時間に何をやっているのか十分周知されていない実態があまり

改善されておらず、引き続き本校の課題である。 

ショートタイムでの取組の様子をＨＰやお便りを通して保護者・地域へ発信していくだけ

でなく、授業参観の時間を早め、ショートタイムの時間から参観できるようにする等、実際

にその様子を見ることができるような工夫も考えていきたい。 

 

家庭学習に関して 

・家庭学習の大切さが叫ばれる中、本校でも家庭学習の手引きを配布し、家庭にも呼びかけ

ながら積極的に取り組んでいる。児童アンケートを見ても、家庭学習に関する肯定的な回答

は 80.3％であり、比較的よく取り組んでいる。しかし、保護者アンケートの結果を見ると、

52.1％と低く、本校の課題である。 

今年度途中から、県も「学びの甲斐善八か条」として家庭学習の重要性を訴え、全県的な

Ｅ回答 



取組を始めている。これまで以上に家庭学習の内容の広がりを感じさせるものである。 

保護者の「励ましの一言」も取り入れることで、子どもが「どのようなことをしているの

か」「分からないことがあるのか」といったことを知る機会にもなる。家庭学習にどのよう

なことを求めていくのかを改めて問い直し、「どれだけやったか」よりも「何をどのように

やったか」という質的な高まりを目指していく。 

こうしたことも考えながら、引き続き家庭学習への取組を進めていきたい。 

 

＜児童アンケート＞ 

１３「学校以外で学年の目標時間の勉強をしていますか」に対して肯定的な回答は 80.3％ 

１８「地域の人と出会ったらあいさつをしていますか」に対して肯定的な回答は 85.9％ 

２７「ショートタイムはためになっていますか」に対して肯定的な回答は 94.3％ 

 

＜保護者アンケート＞ 

１３「お子さんは、宿題の他にも家庭で自主学習をしていますか」 

に対しての肯定的な回答が52.1％ 

２６「学校はショートタイム等言語活動の推進に努めている」 

に対して肯定的な回答は 63.5％ 

 

３ まとめ 

 <成 果> 

・教職員が日頃から高い課題意識を持って教育活動に努めており、学校教育目標に基づいた

適切な学校運営がなされている。 

・地域と学校が良好な関係を築いており、コミュニティ・スクールとして、「地域とつむぐ

授業」が推進され、特色ある学校づくりがなされている。 

 

  <課 題> 

・児童のよりよい成長のためには、家庭と学校が連携して教育にあたることが大切である。

そのためにも、家庭と学校が相互に理解し合う取組を通して、信頼される学校づくりを進

めていきたい。 

・「学び合い」の授業が推進できるように、校内研究の充実や素地として重要なルールとリレーショ

ンの確立した学級経営が進められるように努力していきたい。 

・地域とともにつむぐ授業を、これからも長く継続的に推進し、深め広げていくためにも、活動内容

の広報をすすめ、保護者の更なる協力が得られるようにしていきたい。 

・不登校児童はいない状況であるが、いじめや不登校の未然防止にこれからも積極的に取り組み、一

人一人の児童理解に心がけ、どの子も楽しく登校できる学校づくりを進めていきたい。 

・地域の方々との交流もあり、児童は地域においてもあいさつができるようになってきている。しか

し、積極的なあいさつには繋がっていない児童も見られるので、「人より先にあいさつをする」「

心のこもったあいさつをする」児童が増えるよう、地域でのあいさつの輪を広げていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 


