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平成２９年度末 湯田小学校評価総合資料

甲府市立湯田小学校

評 価 資 料

１．教職員による自己評価 （肯定的評価「Ａ＋Ｂ」） 全体 100％

資料１ 教職員による自己評価資料

項目Ⅰ：「友達を大切にする子」の達成状況 肯定的評価 100％

達 成 の 状 況 改 善 策

３つの指標の肯定的評価が全て100％である

ことから，項目Ⅰの達成状況は極めて良好で

あると考える。ただし，指標②は１学期末と

比較してＡ評価の数値を下げた。

指標①「あいさつ」

パターン化したあいさつから，その場に応 児童会の活動を認めながら，児童の意識を高

じたあいさつ(見守り隊の方などへの感謝の言 めていく。日常の生活の中でその場に応じた挨

葉など)もできるようにすることを指導してき 拶を考えられるようにさらに取り組んでいく。

ている。少しずつ結果として表れてきている。

指標②「互いの良さを認め合う」 学習における道徳の充実や縦割り活動・当番

活動などへの取組強化を通じて，他者を思いや

る心を育てると同時に，児童の自己肯定感と自

己有用感を高める指導を推し進めていく。

指標③「状況に応じた正しい判断」 学校生活において，状況に応じた適切な判断

ほとんどの教員が，概ね良いとは感じてい をしなければならない場面場面で丁寧な指導を

るが，①のあいさつや，物事の善悪の判断な 行い，「気づき，考え，実行する」経験から学

どで一層の期待感からの結果と考えられる。 んでいくようにさせたい。

項目Ⅱ：「自らすすんで学ぶ子」の達成状況 肯定的評価 100％

達 成 の 状 況 改 善 策

全ての指標の肯定的評価が100％であること

から，項目Ⅱの達成状況は極めて良好である

と考える。１学期末と比較して，指標②③に

変化はないが，指標①のＡ評価が約30％上が

った。
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指標①「学年に応じた学習習慣」 学習習慣は，学力向上に大きく関係するため，

授業開始時の着席，学習用具の準備，開始 授業における学習習慣のみならず，家庭学習に

後の学習の仕方など，地道ではあるが大切な おいても連携を深め，「家庭学習の手引き」を

習慣づけの指導成果が表れてきている。 活用し具体的に指導や啓発を行っていく。

指標②「学習を通した学びあい・高めあい」 課題に対して探求し解決方法を見つけ出す学

習や，言語活動の多く取り入れ，深く学べる授

業づくりに取り組む。

指標③「目標をもって意欲的に学ぶ」 授業の冒頭では，その時間のめあて(課題)を

明確に提示し，これから自分(児童)は何を学ぶ

のかを認識させることが重要。今後も常に強く

意識しながら授業を展開していく。

項目Ⅲ：「明るく元気にがんばる子」の達成 肯定的評価 100%

状況

達 成 の 状 況 改 善 策

全ての指標の肯定的評価が100％であること

から，項目Ⅲの達成状況は極めて良好である

と考える。１学期末と比較して，指標②③に

変化はないが，指標①のＡ評価が約30％上が

った。

指標①「基本的生活習慣の確立」 保護者の調査結果では否定的回答が多くある

毎日の地道な指導の成果が表れてきている。項目なので，家庭への啓発と連携した取組を行

う。

指標②「心をこめた掃除」

無言清掃，雑巾がけなど，教師もその範を

示している。

指標③「すすんで運動する」 なわとび大会等，運動を奨励する行事の開催

概ね運動好きな児童であるが，個性に応じ，により，運動への関心・意欲は高まってきてい

読書をしたい子，楽器で遊びたい子などがい る。また，縦割り遊びなどの定期的な企画も今

ることもうなずける。 後継続して取り組んでいく。

項目Ⅳ：めざす学校像の達成状況 肯定的評価 100％

達 成 の 状 況 改 善 策

全ての指標の肯定的評価が100％であり，達

成状況は極めて良好と考える。めざす学校像

の具現化に向けて，職員が一丸となって取り
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組んできた結果だと考える。

指標②「学び合い高め合う学校」 教科での取組だけでなく，教科外においても

学び合い高め合う活動を意識した指導を展開す

る。

指標④「信頼と活気に満ちた学校」

指標⑤「安全で内外に開かれた学校」 地域･保護者との信頼関係の確立には，引き

続き力を注いでいく。あらゆる危機を想定して，

児童の安全確保への対応をしていく。児童の活

躍の様子や，学校での教育活動の様子を積極的

に発信していく。

項目Ⅴ：学校経営・組織について 肯定的評価 100％

達 成 の 状 況 改 善 策

全ての指標の肯定的評価が100％であり，達

成状況は極めて良好と考える。

１学期から大きく数値を伸ばしたものに， 各行事ごとの反省を次年度に生かす，協議と

⑧「各種会議の能率的・建設的な運営」が挙 連絡を分けて会議の時間を減らす，やるべきこ

げられる。昨今話題となっている教員の多忙 ととやらなくても良いことを精選する，などの

化を解消する一助として成果が表れてきてい 取組を充実させ，子供たちと向き合う時間をさ

る。 らに増やしていく。

項目Ⅵ：保護者・地域との連携について 肯定的評価 100％

達 成 の 状 況 改 善 策

全ての指標の肯定的評価が100％であり，達 学校評議員，湯田教育推進会議，ＰＴＡの意

成状況は極めて良好と考える。 見を参考にしながら，次年度の学校教育のグラ

２学期は地域の諸団体と連携した教育活動 ンドデザインを創り上げていく。

を展開することができた。地域の皆様の尽力，また，教育活動を広く知ってもらうための便り

学校と教職員を信頼する保護者の皆様との連 や学校ＨＰのさらなる充実にも取り組んでい

携が構築されていると言える。 く。

２．児童意識調査結果 肯定的回答 95％

資料２ 児童意識調査資料

16項目中，15項目で90％以上の肯定的回答となり，調査結果は概ね良好と考える。

残りの1項目は「地域活動への参加」であるが，74％にとどまっている。

学校生活やいじめ・仲間はずれなど，たとえ少数であっても否定的回答については的確に把

握し対応する必要がある。本校では，友達関係に関する詳細なアンケートを年間に３回，学級
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集団の人間関係を把握するためのＱ－Ｕ調査を年間に２回実施しているが，今後も継続して問

題の早期発見・対応に努めていく。

昨今，いじめの早期発見と早期対応を目的に，「いじめの積極的認知」に取り組んでいる。

小さなトラブルもまずは申告させ，教員がその状況について把握し，必要な指導を行ってきて

いる。よって，調査の数値も増加傾向にあるが，全ての事案が軽微で解決済みであるためこの

判断とした。

＜調査結果における成果と課題＞

１．学校生活 について 99％

概ね良い評価ではある。１学期にあったＤ評価が無くなった。学級経営と丁寧な個別指導

の成果が表れてきている。しかし，Ｃ評価の児童もいるので，さらなる丁寧な指導を展開し

ていく。

２．地域や家での生活 について 98％

学校はミニ社会であり，そこには様々なストレスがあって然りであるが，その分，地域や

家庭でのあたたかな居場所が不可欠である。ＣＤ評価をした児童が2％いたが，保護者や地

域の方々との連携をさらに深めると同時に，必要に応じて関係機関とも連携を広げていく。

３．早寝・早起き・朝ご飯など基本的な生活習慣 について 95％

5％の児童が否定的な回答をしている。規則正しい生活については，懇談会で取り上げた

り，学校からの便りでその重要さを呼びかけているが，寝る時刻が遅い，朝起きられない・

朝ご飯を食べないなど，児童に固定化が見られる。さらに個別指導と，家庭への啓発を強め

ていく。

４．自主的な運動習慣 について 88％

否定的な回答が12％あるが，その全ての児童が運動遊びが嫌いというわけでもない。休み

時間には多くの児童が外遊びをし，学年を越えて楽しく運動に取り組む姿もある。

５．交通安全への意識 について 99％

児童の肯定的回答は高いが，その一方で，地域住民からは児童の飛び出しなど，危険な行

動が報告され，認識に隔たりがあることも事実である。学校での安全教育の徹底と，家庭で

の指導の依頼などを強化していく。

６．学校や地域の決まり について 99％

肯定的回答が極めて高い。学校の指導の成果もあるが，湯田の地域による積年の子供たち

への温かかな接し方が，決まりを守る心を醸成していると考えられる。

７．心のこもったあいさつに ついて 97％

あいさつができる子供の姿は，湯田小の伝統として子供たちも意識していると思われる。

今年はさらに，見守りの地域の方，旗振りの保護者などに感謝の言葉が言えるように指導を

深めており，その成果は様々な場面で聞くことができるようになってきている。

８．いじめや仲間はずれのない友達関係 について 98％

概ね良い評価であるが，いじめの積極的な認知によって浮かび上がった児童の様子に目を

配り，友だちとの関係について適切に対応していく。本校では，この意識調査以外にＱ－Ｕ

調査やともだちアンケートも実施している。引き続き，これらのきめ細かな調査や対応を継

続していく。

９．助け合い・協力 について 99％

引き続き，清掃活動や児童会のたてわり活動，高学年が行う委員会活動，クラスの係活動

等で子供たちの活動を賞賛しながら，意識を高めていく。
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10．授業の理解 について 98％

校内研究で取り組んでいる言語活動を中心に据えた研究の成果が出てきている。また，基

礎基本を大切にし，分かる授業を目指して取り組んでいる成果が上がっていると考えられる。

11．先生や友達への相談 について 90％

教師と子供，友達同士の関係は概ね良いと言えるが，教師にとっては，10％の否定的回答

を真摯に受け止め，児童に分からないことや困ったことがあったときの対応をさらに充実さ

せ，一番の理解者であり支援者となれるように努力していかねばならない。また友人関係が

より深いものとなるよう，より良い学級経営にも努力していく。

12．学校における自発的な勉強 について 95％

授業理解と自発的な学習は相互に関連し合っている。具体的な学習方法を指導することに

より，わかること・できることが学習の喜びや楽しさにつながり，学習意欲の向上に役立つ

よう取組を進めていく。

13．家庭での学習習慣 について 92％

家庭での学習習慣は，学力向上に向けた大きな課題である。各家庭には「家庭学習の手引

き」を配布したり，授業内容に関連した宿題を与えるようにしている。同意の保護者アンケ

ートではこれほど高い評価ではなく，学習する時間もそれぞれの評価に影響を与えていると

考えられる。引き続き，質の高い家庭学習と学習習慣の確実な定着に向けて取り組んでいく。

14．ピカピカ清掃 について 99％

あいさつとともに重点指導事項である。大変高い評価となっている。職員が児童と一緒に

掃除をする，時間いっぱい丁寧にするといった指導，すみずみまできれいにする，拭くので

はなく磨くといった指導などに取り組んできた成果が表れていると考えられる。

15．自分の仕事に対する責任感 について 99％

自己有用感の獲得を重視し，係活動，当番活動，委員会活動などにおいて，目標設定を含

め個別指導を充実させてきた結果と言える。

16．地域活動への参加 について 74％

全項目の中で最も低い評価結果となっている。学年や地区により偏りもあるが，子供中心

の様々な行事を継続して実施している湯田の地域だけに，学校からの参加の呼びかけや働き

かけを通じて，地域の思いをもっと強く家庭や子供たちに伝えていく。

３．保護者からみた学校・子供・家庭のアンケート結果 肯定的回答 92％

資料３ 保護者アンケート資料

(全世帯対象，12月末実施，回収率99％)

全平均肯定的回答率は93％。「学校」に関する平均肯定率は96％，「子供」88％，「家庭」に

関する平均肯定率は89％であった。

項目１「学校」→肯定的回答率96％

①学校は子供を理解し大切にしている → 95％ 全校体制で児童理解及び指導に当たってい

ることが評価されたと考えられる。

②気軽に相談できる学校 → 95％ 「学校について」の中では毎年Ａ評価が低い評価である。

小さなことでも相談できるよう，より風通しの良い学校を目指して改善を図っていく。

③相談に対する適切で親切な対応 → 97％ 「気軽に相談でき」，さらに「適切で親切な対

応」ができるよう，今後も心がけていく。
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④行事や授業参観の回数 → 97％ ふれあい学級は１・２校時を公開参観方式とし，通常の

授業も参観できるようにした。内容が発表形式になっていることが多く，賛否は両方ある

ため，通常の授業を参観できるできるような計画も視野に入れて検討していく。

⑤わかりやすい情報発信 → 94％ 本年度より，ホームページの更新作業をＰＴＡ予算から

外し，教員が行っているため，多少，時間がかかっている部分があるが，今後，アップロ

ードのシステムを効率化し，より早く，詳しく状況が伝えられるようにしていく。

⑥子供の能力や努力の適切な評価 → 97％ 多くの保護者が良い評価をしていることがわか

った。今後も「認める・褒める・励ます」を指導の基本として徹底していく。

⑦間違った行動に対する適切な指導 → 98％ 上述の「認める・褒める・励ます」を指導の

基本としながらも，してはいけないことについては，児童が納得するまで丁寧に明確に指

導を徹底し，さらに保護者とも意思の疎通を図っていく。

⑧安全指導や危機管理 → 98％ 避難訓練の実施，台風などの非常災害時の対応，保護者の

旗振りや地域と連携した安全安心パトロール等，安全を守る取組の結果が数値に表れてい

ると思う。

⑨家庭や地域と連携した教育の推進 → 98％ 学校・保護者・地域の緊密な連携と，域諸団

体や地域住民の学校への支援などがもたらす教育的効果は大きい。これらのことを学校だ

より等でさらに広報していく。

項目２「子供」→肯定的回答率88％

①学校に行くのを楽しみにしている → 96％ 大変良い評価ではあるものの，あまり楽しみ

にしていないと回答している児童の保護者がいることも確かである。生徒指導上の問題の

適切かつ早期の解決，学校行事の充実・わかる授業のさらなる実践などを行っていくこと

が大切である。さらにきめ細かく，一人一人に対応していかなければならない。

②友達を大切にする子 → 98％ 学年の枠を越えた児童会活動や，休み時間での遊ぶ姿は，

湯田の伝統の一つになっている内容でもあるので，更にのばしていく。

③自らすすんで学ぶ子 → 78％ 児童の意識調査では，90％を超える児童が自ら進んで学習

すると答えていて，保護者との認識の差が大きい。子供は，宿題を自主的に行えばやった

ことになり，保護者は宿題に加え，さらにもっと長い時間取り組んでほしいと考えてるの

だろう。確かに学力学習状況調査の結果からも，ゲームやテレビ視聴時間は全国より多い

と表れている。それぞれの家庭の状況や，児童の生活スタイルが違うために一律に学校か

ら課題を多く与えることはできない代わりに，家庭学習の仕方については具体的な指導を

行い，家庭学習の定着を図っていくと当時に，わかる授業を追究し，学習意欲が高まるよ

うにしていく。

④明るく元気にがんばる子 → 97％ 学校教育目標の「やさしく かしこく たくましい」

子供をめざす本校の教育活動について，充分満足していると判断できる。

⑤基本的な生活習慣 → 85％ 早寝・早起き・食事の確実な実行について，今後も更に指導

していく。

⑥家庭での学習習慣 → 78％ これも児童への調査結果より大きく下回る結果であった。宿

題だけでなく，家庭学習の習慣づけとともに，取り組む時間や内容が充実できるよう引き

続き学校・家庭で協力して取り組んでいく必要がある。

⑦交通ルールや学校のきまり → 94％ 地域やＰＴＡのご協力の下，安全に登下校ができて

いるが，休日になると交通ルールが守れない場合があるようだ。判断力が十分に身につい

ていないこの時期だからこそ，大人も範を示し，ルールを守るということを徹底して指導
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していかなければならないと考える。

項目３「家庭」→肯定的回答率89％

①教育活動や学校行事への参加・協力 → 89％ 授業参観への参加率，引取訓練への参加，

運動会におけるＰＴＡ役員さんのご尽力などを見ても，極めて協力的であると言える。

②ＰＴＡ活動への積極的参加・協力 → 82％ 読書ボランティア，ＰＴＡバザー，ふれあい

学級，愛校奉仕作業，会議への参加など，学校や子供たちのために活動して頂き，感謝に

堪えない。

③基本的な生活習慣の確立 → 92％ 基本的な生活習慣の確立は，行き来する波のように同

じことの繰り返しのようだが，それは確実に前進しているので，ぜひ継続し続けていただ

きたい。

④基本的な学習習慣の確立 → 87％ 子供についての項目では78％しか肯定的回答がない。

保護者が努力しているにもかかわらず子供の家庭での学習習慣は十分定着していないと保

護者はとらえている。今後も，家庭と連携した具体的な取組を提起していく。

⑤社会性の育成 → 93％ 社会性の育成には，地域行事への参加が有効である。地域には，

餅つき大会や夏祭りなどの楽しい催しや，遊亀公園の美化活動や地域防災訓練などの機会

もあるので，保護者と共に社会参加を勧めていくことを推奨していく。

４．地域住民へのアンケート調査結果 肯定的回答 99％

資料４ 地域住民アンケート資料

児童の安全確保や健全育成，教育環境の整備等に積極的に関わっていただいている地域の皆

様に安全や児童の様子について７つのアンケートを実施した。平均肯定率が99％という極めて

高い評価であった。学校の取組を始め，多くの設問で肯定的回答が100％だったことから，極

めて良好と判断できる。

一方で記述欄には，登下校時の要望や，身近で見る子供たちの様子を心配するご意見もあっ

た。

①安全・安心な学校づくりの取組 → 100％ 湯田地区の安全安心への取組を今後も継続し

ていくと大変良いと思うという意見があった。

②交通・防犯・災害に対する安全教育の推進 → 100％

③信頼される学校づくりの推進 → 100％

④児童のあいさつ → 100％ 地域の方々の毎日のお声がけと，学校での指導が実を結んで

いる。

⑤交通や社会のルールの厳守 → 100％ しかし，休日の道路の歩行の仕方や自転車の乗り

方などを心配する声があるので，学校と家庭が連携をとり，しっかりと指導していく。

以上５つの設問について，極めて高い評価をいただいた。日常的に児童のために労を惜し

まない地域の皆様に感謝の気持ちを忘れず，可能な限り地域の活動に参加するとともに，

回覧板等を通して地域に向けた情報発信を継続していく。

⑥安全を守る地域の取組 → 96％ 安心・安全パトロールや下校時の見守り，炎天下のプー

ル下校の付き添い等，心より感謝申し上げたい。保護者にも地域の取組が伝わるよう広報

していく。

⑦安全を守る家庭の取組 → 95％ Ａ回答が50％と低いが，地域の人々が家庭にも協力を

期待する現れだと思われる。共働きが多い中で保護者家庭ができる活動は限られてくるが，



- 11 -

学校が中核となることで，互いを理解できやすい環境づくり努力は続けていく必要がある

と思う。

５．保護者や地域のからの意見・相談・要望等の内容

行事後のアンケートや日々の連絡帳を通してたくさんの声が寄せられ，学校経営に生かすこ

とができた。特に，子供の成長を心から喜び，学校や教職員，地域に感謝する声が多く寄せら

れた。「信頼関係」を継続・発展させるためにも，保護者や地域の声に真摯に耳を傾け，早期

対応に心掛けていく。

□安全対策 （意見・要望はありませんでしたので，学校での対策）

①不審者情報（不審電話・メール等）→職員の立哨，引率集団登下校

②避難所になった場合の備蓄（発電機・乾パン・マット・仕切り，水・非常食・耐寒シート）

③災害発生時の各家庭の避難場所（待ち合わせ場所を確実に決めておく）

④熱中症対策，熱中症指数のチェック，外遊び制限，運動会練習の配慮（午前を中心に練習）

⑤交通安全教室，不審者対応訓練（職員・児童）

⑥各種避難訓練・引き渡し訓練（地震，火災，大雨洪水）

□登下校指導

①地域の見守り隊などの協力により，湯田地区の子供たちは安全・安心な生活ができている。

②上級生と下級生が同時刻に帰るようなときは，できるだけ一緒に下校させてほしい。

③旗振り当番（保護者は２週間に１回おこなってくれている）

④見守り隊以外にも，時間の取れる方には道路に出て見守り活動をしてもらいたい。

⑤大雨，積雪時等の登校時刻変更時の緊急連絡（マモルメールで実施）

□地域での生活

①下校後や休日には，自転車でも歩行でも，交通ルールが守られない姿がある。

②子供たちはよくあいさつをします。気持ちがよい。

③地域とのつながりがあり，地域の方が一生懸命に子供を育ててくれている。

④夜間の安心・安全パトロールには，交代でＰＴＡの保護者にも協力していただいている。

□生徒指導

①地域の方にも挨拶ができてとてもよいです。

②少ない子供を大切に，ルールを守る子供に育ててほしい。

③交通ルール，あいさつ，お礼の言葉など，なお一層教えてあげてほしい。

④上級生が下級生の面倒をよく見てくれている。

⑤子供たちが仲良く，一生懸命に活動している。

⑥自転車での交通マナーや規則を，しっかり家庭も学校も教えてほしい。

□学習指導

①先生方が熱心に指導してくださっている。

②どの子供にも発言の場を与えるように授業をしていただいている事が素晴らしい。

□その他

①子供が楽しく学校に通ってくれている。

②湯田地区は，学校と保護者・地域のバランスがとても良い。

③授業参観が特別授業的な内容でとてもよかった。

④ 〃 普段の授業の様子も見たかった。


