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2020年度 学校評価報告書 

 

１ 学校教育目標                            ２ 今年度の学校重点目標 

「夢や希望をもち、目標に向かってたくましく生きる生徒の育成」 

 真（真実を見抜く力、学力）善（思いやりの心）美（誇り、美しい行動） 

～めざす学校像～ 

◆安全・安心の学校＜学習活動、環境の充実、適切な危機管理＞ 

◆開かれた学校＜学校･家庭･地域、異校種、関係機関との連携＞ 

◆あたたかい学校＜迅速･組織的な生徒指導、教育相談の充実、 

共感的生徒理解＞ 

 ① 学力向上に向けた授業改善の工夫 ② 特別支援教育の充実と発展 

③ 新学習指導要領と特別の教科「道徳」に対応した取組の充実 

④ 家庭・地域との連携       ⑤ 学校園所連携の推進  

⑥ 学校業務改善（勤務時間の適正化）⑦安全・安心の学校づくり 

 

３ 総合的な自己評価                          ４ 総合的な学校関係者評価 

ここ数年学校教育目標やめざす子ども像を意識した学校としての取組が進ん

できたが、本年度は感染症拡大の影響での臨時休業もあり、学習指導や簡略化

された学校行事への取組、感染症対策に終始した。アンケート結果を見ると、

今年度は参観等で学校の現状を見ていただく機会も減る中、学校での取組と家

庭の理解に差があることがわかる。家庭、地域と連携した取組が不可欠である

ことから、これまで以上に時機を逸せず情報発信を工夫し行い、家庭や地域の

理解と協力を得、学校教育目標の実現を図りたい。 

 感染症拡大により社会が大きく変化した年であり、学校は安全対策に取り

組み生徒は安心して学校生活を送ることができた。学校の工夫や努力により

学校重点目標の達成に向け取り組みが進み、授業・行事・家庭や地域への情

報提供など工夫して行うことができた。また、生徒は人とつながる安心感・

所属感の大切さにも気づけた。例年、教職員・生徒・保護者のアンケート結

果に差異があるが、さらに実態・思いを詳細につかみ学校運営にいかすため

にも、生徒を見守り認め理解を深め「温かな学校」づくりを目指してほしい。 

５ 評価結果  

自己評価 学校関係者評価 

分野・領域 評価項目（取組内容） 評価結果及び分析 改善の方策 学校関係者評価委員会の意見 

教育目標 学校教育目標や重点目標、目指す生徒像・学校像

を意識した教育活動が日々実践されているか。 

目標に向かって、日々前向き

に頑張っており、おおむね良

好と言える。ただ、今年度の

状況から目標や自信を失っ

ている生徒も中にはいる。 

学校教育目標やめざす生

徒像の浸透を図り、保護

者、地域、教職員が一体と

なって生徒の自尊感情や

愛校心、安全で美しい教育

環境を高めていく。 

全体を見れば良好。学校の努力もあ

り、生徒は平常の生活リズムを徐々

に取り戻せた。今後、教職員は広い

視野と温かな心で生徒と接し、生徒

の自尊感情を高め安心できる学校生

活を送ることできるよう工夫するこ

とが大切である。 

生徒が学習する場としての教育環境が整ってい

るか。 

保護者や地域の理解と協力

を得ながら、環境整備や不審

者対策を進めている。今年度

もPTA美化作業に生徒も共に

取り組め、また感染症予防対

策にも取り組めた。来校時の

名札、シールの貼付が定着

し、不審者対応に一定の成果

をあげている。 

次年度はＰＴＡや生徒会、

部活動と連携し、一層の環

境整備充実を図る。不審者

対応訓練なども行い、危機

意識を更に高めたい。次年

度も地域の力もお借りし

ながら、施設整備及び生徒

の心を大切にした感染症

対策に力を注ぎたい。 

地域に開かれた交流の場としての学

校と防犯対策のバランスは難しい

が、行事等の不審者対策は PTA の協

力で行えた。感染症対策も教職員と

地域の協力・生徒の自覚で十分にで

きている。PTA 美化活動のおかげも

あり、教育環境が保たれている。 

教育課程 

学習指導 

適切な時期と目的により、充実した学校行事を実

施できているか。 

今年度は延期や縮小があっ

た中で「何をどうすればでき

るのかを」考え、有意義な学

校行事や生徒会活動ができ

た。感染症対策を十分に行い

つつ行い、生徒も・家庭も満

足感が得られた、 

規模を縮小しても充実感

のある行事や活動となる

よう、ねらいを定め振り返

りをしっかりと行い見直

しを行いつつ、自尊感情を

高めていく活動とする。 

コロナ禍で制約の多い中、実施時期

や内容を変更し安全対策をしつつ行

い、生徒にとって他の年との遜色の

ない充実した活動ができたことは素

晴らしい。努力を評価したい。当分

同じ状況が続くが、教職員・生徒と

も疲れが出ないよう進めてほしい。 

「学力向上指導改善プラン」に基づき、授業改

善・家庭学習・読書活動・放課後の学力補充・小

中連携の充実に取り組めているか。 

教職員の意識した取組は進

んでいるが、授業や宿題・復

習、読書、学力補充について

「学力向上指導改善プラ

ン」の取り組みを年度当初

から発信し、真摯に取り組

今年度の状況下では大変よくやって

いただいた。生徒が意欲的に学習で

きるような環境・授業づくりに、学
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の保護者の期待が大きい。 んでいく。また新学習指導

要領実施にあたり、生徒が

主的に授業に臨めるよう

抜本的な授業改善を行う。 

校と家庭の連携に一層励んでほし

い。読書では本の紹介などの取り組

みを進めるとともに、タブレット等

を用いた工夫も考えてほしい。 

生徒指導 教育相談の充実により生徒理解に努めるととも

に、問題行動の早期発見・早期対応、未然防止に

取り組めているか。 

毎月の生活アンケートや教

育相談などを有効に活用す

るなど、教職員の意識した取

り組みが進んでいる。「にこ

にこデー」の取組を継続でき

た。 

生徒理解と早期発見早期

対応に一層努める。挨拶に

ついては、家庭や地域、生

徒会と一体となり取り組

む。来年度、一層校則・制

服の見直しを行う。 

取組の成果も表れ概ね良好だと思う

が、嫌な思いをする生徒がないよう

に気軽に相談出来る体制を持ち続け

てほしい。生徒の自尊心を高めるた

めにも、教職員の生徒と共にある姿

勢が大切。挨拶はやはり声を出して

交わせると気持ちもよいので、学

校・地域で継続した取り組みを。 

「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ問

題に迅速かつ組織的に対応できているか。 

いじめ対応チームで情報共

有と方針決定を行うなど、組

織的に取り組んでいる。 

生活アンケートや教育相

談の継続、日頃より生徒に

向き合う時間の確保と積

極的な声掛けを行ってい

く。 

いじめや暴力防止対策は取り組みが

十分なされている。事案があればチ

ームとして生徒に話を聞き対応する

など、チームとしての対策を行って

いる。さらに教職員が意識し生徒一

人一人の思いに寄り添ってほしい。 

家庭・地域との連

携 

通信やＨＰ、オープンスクールによって家庭や地

域に情報を発信し、開かれた学校づくり・信頼さ

れる学校づくりができているか。 

今年度コロナ禍のため授業

参観等のオープンスクール

を行えず、地域や保護者の方

に参観していただけなっか

た。通信等で補っているが、

アンケートからも情報発信

を評価いただいている。 

次年度も今年度同様の状

況が予測される中、積極的

な情報発信を行い保護者

の理解を得るよう取組む。 

定時退勤や部活動ガイド

ラインなど、教職員の勤務

時間の適正化について、さ

らに理解を得ていく。 

各学年の通信やお知らせなど細やか

で読み応えのあるもので十分な情報

発信がなされている。今年度コロナ

禍で進んだ取り組みを次年度以降

（コロナ終息後）も継続してほしい。 

学校運営へのＰＴＡや地域住民の参画、及び協力

を推進しているか。 

保護者や地域ボランティア

の方々に、和文化体験、部活

動、補充学習、環境整備、生

け花などに大変協力いただ

いた。クリーンデーや美化作

業で生徒会や部活動のボラ

ンティア参加の機会も作っ

ていただいた。 

次年度態勢や状況が整え

ば、学校支援ボランティア

のタイムリーな導入を行

いたい。また、地域クリー

ンデーやその他のボラン

ティア参加の機会を地域

やＰＴＡと共に更につく

っていく。 

コロナ禍の中、学力補充・環境整備

など幅広くボランティアを受け入

れ、保護者や地域とのつながり・協

力を積極的に生かそうと大切にして

いる。同時に地域への発信が大事。

PTA としても家族や先生以外の大人

との交流を持てるよう協力したい。

地域としても一層関りを持てるよう

努力する。 

６ 学校自己評価の実施状況について                   ７ 学校関係者評価委員会の活動について 

時  期 内  容  時  期 内  容 

12月 6～20日 生徒・保護者・教職員対象にアンケートを実施  7月 31日 第１回学校関係者評価委員会（学校教育目標説明、評価計画） 

 2月 15日 アンケート結果及び学校自己評価のまとめ  9月 10日 第 30回体育大会参観 

 3月  2日 アンケート結果を保護者に配布  11月 3日 三十周年記念式典など参観 

3月 25 日 学校評価の総括  12月 2日 第 2回学校関係者評価委員会（アンケート内容の確認） 

１月 23日 オープンスクール参観（中止） 

2月 24日 第 3回学校関係者評価委員会（評価・総括）書面開催 

※学校自己評価…外部（児童生徒・保護者・地域等）アンケートの実施を含む  
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８ 学校評価の公表について   

時 期 手  段 内  容 添付 

3月 学校ホームページ 「学校評価アンケート結果」、「学校評価報告書」を掲載。   ○ 

3月 学校だより 学校評価（学校自己評価及び学校関係者評価）結果を記載。保護者に配布、地域に回覧。   ○ 

4月 ＰＴＡ総会 2019年度学校評価結果を踏まえ、2020年度の取組等を説明。  

※ 公表の具体がわかる印刷物等がある場合には添付願います 


