
（様式１・小学校用①）                                 

 令和元年度 学 校 評 価 報 告 

                              草加市立清門小学校 

                                        （令和２年２月１０日作成） 

１ 学校教育目標 
 なかよく（徳） ・・・笑顔であいさつのできる子 

 かしこく（知） ・・・進んで学習する子・確かな学力のある子 

 たくましく（体）・・・やりとげる子・きたえる子 

  ～「児童一人ひとりが輝き 笑顔あふれる学校」～ 

２ 重点目標・努力目標 ３ 前年度の成果と課題 
（１） なかよくの具現化 

・基本方針「いじめはしない、させない、ゆるさない」 

・「笑顔であいさつ」の推進 

・豊かな心の育成「道徳教育・人権教育・特別支援教育の充実」 

（２） かしこくの具現化 

・幼保小中を一貫した教育の推進 

・学習規律の徹底・・「はっきり返事」「背筋をピン」 

・読書の励行、学校図書館の活用を図る。 

・家庭学習の定着 

（３） たくましくの具現化 

・体育授業時の運動量の確保 ・さわやかタイム 

・体育的行事への積極的な参加（相撲・なわとび・サッカー） 

・家庭と連携した「早寝・早起き・朝ごはん」 

成果 

○「児童一人ひとりが輝き笑顔あふれる学校」の実現を目指し、

教職員が一枚岩となり、生活指導（清掃・給食指導等）、生

徒指導（教育相談・特別支援教育を含む）に取り組めている。 

○学習面では、算数科を中心とした研究４年間の集大成として

「清門小スタンダード」が確立した。全国学調・県学調・市

学調等の結果から、児童の特に算数における学力が向上し、

併せて若手教員等の授業力の向上が図られた。また、読書に

親しむ児童が増えている。 

○「幼保小中を一貫した教育」に関わる取組では、特に幼保小、

小中の連携が充実していた。 

課題 

●教職員間の「率先垂範」「凡時徹底」の意識を高め、共通行

動・共通指導の徹底を図る。 

●いじめ・不登校対策 

●学力及び体力のさらなる向上を図る 

●「幼保小中を一貫した教育」に関わる研究発表に向け、取組

の充実を図る。 

 

４ 評価表 ※評価基準〔Ａ：十分達成している Ｂ：おおむね達成している Ｃ：やや不十分である Ｄ：不十分である〕 
領 域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 

 

学 

校 

運 

営 

に 

関 

す 

る 

も 

の 

①組織運営 

・学校経営目標、方針 
・校務分掌組織 
・適所への適材配置 
・職員会議等の運営 
・予算の執行・決算、監査等 

Ａ 

 

○校長の示す学校経営方針に基づき、全教職員が

協力的な組織を作り、校務・行事・会議等が計

画的に、また機動的・効率的に進められた。職

員会議等の議題も精選され、効率化が図られた。 

○企画委員会を児童の委員会活動の裏で実施した

ことは、時間の有効活用になった。 

●校務分掌上、一部の教員に負担が多いように感

じる。組織の中で役割分担をより明確にする。 

②研究・研修 

・研究組織、計画、実施 
・校内研修の推進 
・授業改善への取組 
・校外研修会への参加 
・人材育成 

Ａ 

 

○「幼保小中を一貫した教育」に関わる研究発表

に向け、校内研修を計画的、組織的に実施し、

教職員の授業力等の向上に繋がった。 

○初任者研修、５年経験者研修等年次研修が充実

した。 

●ＩＣＴのさらなる活用、プログラミング教育の

充実を図る。 

③保健管理・安全管理 
・保健計画、安全計画 
・環境衛生の管理 
・健康観察、安全点検 
・緊急事態発生時の対応 
・危機管理マニュアルの作成・活用 

Ｂ ○保健・安全に係る点検・指導等の取組や対応は

概ね計画的・組織的・協力的に実施できた。不

審者等緊急時の情報を家庭配信メール等で流

し、情報の共有と啓発もできた。 

●避難訓練等の内容の充実を図る。 

 

 



④情報管理・施設設備管理 

・個人情報の管理、保護 
・施設設備の管理と有効利用 

Ｂ 

 

○個人情報の管理、保護は徹底でき、情報漏洩等

の事故は０である。「個人情報持出簿」が活用

できた。 

○施設・設備の管理について、修繕箇所は市教委

等とも連携を密にし、その都度迅速に実施でき

た。 

○学校開放団体等による校庭・体育館等の有効利

用・活用は、今年度も充実していた。 

●校舎等の老朽化に伴い、施設・設備のさらなる

管理・維持、適宜の修繕に取り組む。 

 ⑤地域との連携 

  開かれた学校 

・学校情報の発信 
・学校公開の実施 
・学校運営協議会、 
  学校評議員制度の活用 
・地域、校種間連携 
・PTA活動の活性化 

Ａ 

 

○「学校スマイルメール」の活用により、家庭や

地域への情報提供を十分に行うことができた。 

○「学校だより」やＨＰ「学校公開」の実施等に

より、学校の取組の情報発信を充実できた。 

○年３回の「学校評議員会」では、今年も貴重な

ご意見をいただき、学校経営・運営に生かせた。 

○各町会・自治会、ＰＴＡ組織、平成塾、学校解

放団体等との連携・協力で、「清門まつり」を

はじめ、今年もさまざまな取組が充実していた。 

●「学校運営協議会」発足に向けた準備 

⑥幼保小中を 

 一貫した教育 

・目指す子ども像の共有 
・１５年間を通じた教育課程の編成 
・一貫教育推進のための組織づくり 

Ａ 

 

○「幼保小中を一貫した教育」に関わる研究発表

を軸に、新栄中学校区の目指す子ども像を共有

し、連絡協議会や研究推進委員会、合同研修会、

さらに部会ごとの打合会等を通じて、学年や４

部会を中心に、授業研究を中核とした日々の実

践を充実させることができた。 

●次年度以降は、さらに幼保小中の学びのつなが

りや教科の系統性を重視した実践を積み重ねて

いくことが必要である。 

 
 

（様式１・小学校用②）                                 

                                                               草加市立清門小学校 

 領 域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題  

 

Ⅱ 
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動
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関
す
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も
の 

 

①教育目標・教育計画 

・１５年間を通じた教育課程の編成、実施 
・教育計画の作成 
・教育活動の評価 
・目標、方針の周知 
・授業時数の配当、確保 

Ｂ ○毎学期初日に「学校経営・運営方針」を全教職

員に周知し、共通理解・認識を醸成できた。 

○「標準カリキュラム」を活用し、教育課程は適

正に編成・実施された。時数が確保され、授業

は計画的に進められた。 

○「にこ、はい、ピン」の合言葉が児童に浸透し、

定着してきている。 

●予備時数を考慮し、工夫したゆとりのある計画。 

②教科指導 

・指導計画の立案 
・主体的・対話的で深い学びの 
   視点に立った授業改善 
・評価、評定の工夫 
・外部人材の活用 

Ａ 

 

○「学力向上プラン」や「清門小スタンダード」

「ユニバーサル・デザインの理念」等に基づき、

ＩＣＴを利用する等授業改善がなされてきてい

る。 

○自主的に指導を受け、指導力の向上を図る機会

としている若手教員の姿が見られている。 

○学年により、学年内で交換授業を行う等の工

夫・改善を進めることができた。 

○教科・領域の単元により、外部人材を招聘した

授業に取り組むことができた。 

●ＩＣＴをさらに活用した授業の展開。 



③道徳教育 

・全体計画の作成 
・各教科との関連 
・道徳的実践力の育成 
・家庭、地域社会との連携 
・いのちの教育の推進 

Ａ 

 

○「幼保小中を一貫した教育」に関わる研修で授

業研究や講話等を聴く機会が多く、大変勉強に

なり、授業力向上に繋がった。 

○「特別の教科道徳」における「スタンダード」

の統一や場面絵・ワークシート等の資料作成に

より、授業準備負担の軽減や授業内容の充実が

図られた。 

●家庭・地域の人材をゲストティーチャーとして

招聘する。「いのちの授業」の充実を図る。 

④外国語活動 

・指導計画の立案 
・指導方法の工夫と改善 
・評価、評定の工夫 
・各教科、道徳教育との関連 
・中学校との連携 

Ａ 

 

○外国語加配による専科の授業となり、児童の興

味・関心を喚起した効果的な授業が展開された。

そのため、児童たちは、より多く外国語に触れ

ることができ、苦手意識を減らすこともできた。 

●専科教員とＡＬＴとのより良い連携・指導体制

の充実を図る。 

⑤特別活動 

・指導計画の立案 
・学級活動、学級経営 
・学校行事 
・児童会活動 

Ｂ ○特活部、児童会を中心に「子どもまつり」をは

じめ、様々な行事を工夫して実施することがで

きた。児童が意欲的に参加する様子が見られ、

行事を通して多くを学ぶことができた。準備や

片付け等もより良くスムーズで、質の高い活動

となった。 

●校内行事が多く、慌ただしく感じることもあっ

た。行事の精選をさらに進める。 

⑥「総合的な学習の 

  時間」の指導 ・指導計画の立案 
・指導内容の充実 
・指導方法の工夫と改善 
・評価の工夫 
・地域の人材・物的資源の活用 

Ｂ ○指導計画に沿い、実施できた。 

○「幼保小中を一貫した教育」に関わる研修で「ふ

るさと草加」をテーマとした授業研究等ができ、

大変勉強になった。 

●「プログラミング教育」を踏まえた年間指導計

画の作成と実践。 

 ⑦生徒指導 

・組織的な生徒指導 
・問題行動への対処 
・教育相談、児童理解 
・いじめ防止対策 
・保護者、地域、諸機関との連携 

Ｂ ○生徒指導・教育相談共に組織的な対応ができて

いる。今年度は「いじめ防止対策委員会」を新

たに組織し、充実した会議になってきている。 

○「学校生活アンケート」等の実施により、生徒

指導上の諸問題について早期に発見・対応がで

きている。 

○「報・連・相」ときめ細かな見届けがあり、ど

の児童も安心して学校生活を送れている。 

○児童会を中心に「いじめ防止の合言葉」を全学

級で考えた。児童の「いじめ防止」への意識化

が図られた。 

●いじめ・不登校対策のさらなる充実 

⑧キャリア教育 ・計画の立案 
・指導内容の充実 
・中学校との連携 
・啓発的経験の充実 
・家庭、地域との連携強化 

Ｂ ○各教科・領域との関連を図り、自己啓発の

機会を意図的に計画し、実践することがで

きた。 

●年間指導計画の見直し 

⑨特別支援教育 

・個別の指導計画、支援計画 
・指導方法の工夫と改善 
・通常学級との交流 
・諸機関との連携 
・校内支援体制の整備 

Ａ 

 

○特別支援学級では、個別の指導計画・支援計画

に基づき、個に応じたきめ細かな指導・支援、

教育がなされている。 

○校内の交流及び共同学習、小中連携の活動、他

校との支援籍学習が計画的に実施できた。 

○特別支援教育コーディネーターを中心に、関係

諸機関と連携・協力し、支援体制が充実できた。 

●情報の共有・相互理解の上に立った、就学相談・

教育形態の変更。 



⑩学校図書館教育 

・指導計画、支援計画の作成 
・図書館補助員の活用 
・諸機関との連携 
・図書館の整備 
・図書館利用の工夫 

Ａ 

 

○司書教諭、学校司書を中心とした学校図書館の

環境整備、また図書委員会の活動（読書マラソ

ン等）、さらにはボランティアによる読み聞か

せ等により、児童の読書への興味・関心が喚起

され、図書館の利用数や貸出数が増加している。 

○学校公開での図書館（図書室）公開により、家

庭や地域にも図書館への理解が深まった。 

●学校図書館のさらなる整備・充実 

⑪情報教育 

・教育計画の作成 
・校内研修の充実 
・ＩＣＴ機器の積極的な活用 
・情報モラル教育の推進 

Ｂ ○ＩＣＴ機器、デジタル教科書等の活用により、

児童の学習意欲の向上等授業改善がなされてい

る。業者による支援体制も良かった。 

○「プログラミング教育」の研修を通して、学ん

だことを実際の授業に生かすことができた。 

●学級数が多く、ホワイトボード（プロジェクタ

ー）の使用に制限がある。備品の増量が必要で

ある。 

●校務支援システムの有効利用 

⑫人権教育 

・全体計画の策定 
・各教科との関連 
・人権感覚の育成 
・校内研修の充実 

Ｂ ○全体計画に基づき、各教科・領域等の関連を図

り取り組むことを通して、児童の人権感覚を育

成することに努めている（ビデオ・ＤＶＤ視聴

を含む）． 

○人権に関わる全校的な取組（研修、作文・標語

等）を工夫することで、教職員や児童の意識が

向上している。 

○中でも清門小「障がい者の日」の取組は、低学

年でも分かりやすい内容で充実していた。 

●人権教育の取組のさらなる充実 

 

（様式１・小学校用③）                                 

                                                               草加市立清門小学校 

 領域 評価項目 評価の観点 評価 成果と課題 ○成果 ●課題  

 

Ⅲ 

 

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り 

 

①学力向上  
・読書タイム 
（読み聞かせ・親子読書 
デー等） 

・計算タイム 
・家庭学習チャレンジ週間 
・放課後学習教室 
・草加寺子屋（土曜学習） 

Ａ 

 

○毎週火曜日の朝を「読書タイム」、木曜日の朝

を「計算タイム」とし、取組を充実させることで、

児童の読書への関心・意欲、基礎学力向上の一助

となっている。「読み聞かせ」は平成塾のサーク

ルや保護者のボランティア、担任、図書委員会児

童等が行い、児童は機会あるごとに集中して聴く

ことができた。さらに毎月２３日を「親子読書デ

ー」に設定し、家庭をも巻き込み、読書に親しま

せている。その成果で、読書好きで読書の習慣の

身についている児童が多い。 

○「家庭学習チャレンジ週間」に取り組ませるこ

とで、「家庭学習」への意識、自主学習への意識

が高まり、取り組む力が身についてきている。 

○学校教育補助員、地域の方々、大学生等の協力

により、「放課後学習教室」「草加寺子屋（土曜

学習）」を運営している。多くの児童が参加し、

学力向上に向け、努力している。 

●朝の時間帯に学習に躓きの多い児童への補習的

な指導のできる時間が設定できると良い。 

●「家庭学習」の取組について、保護者の意識を

もっと高めていきたい。 

●朝、放課後の時間の取組のさらなる充実。 



②体力向上  
・さわやかタイム 
・体力向上 

レベルアップカード 
・相撲教室 
・なわとび教室 
・陸上大会 
・サッカー大会 
 

Ｂ ○毎週金曜日の朝を「さわやかタイム」として校

庭や体育館、教室等の場所で、走力や持久力、

柔軟性、なわとびの技術等の向上を目指した。

児童は意欲的に活動し、普段は外遊びをあまり

しない児童も運動に向き合う姿勢を育てること

ができている。 

○体力テストに向け、昨年から取り組んでいる「レ

ベルアップカード」の取組は、年間を通じたも

のに改良した（担任の負担を考慮し、期間を決

めて）。運動習慣の定着に成果が見られてきて

いる。 

○年間を通じて「なわとび教室」を開催。児童は

なわとびの技術の向上や体力作りに励んでい

た。 

○希望者ではあるが、相撲教室（大会）、陸上大

会、なわとび大会、サッカー大会に向けての練

習に取り組み、体力作りとともに、好成績を収

めることができた。 

●「さわやかタイム」「レベルアップカード」「な

わとび教室」等の取組の改善・充実。 

●大会への参加児童に偏りが見られる。学校全体

で盛り上げる等の工夫が必要である。 

●大会等放課後練習の効率化。 

③学校応援団  
・児童への登下校時の安
全・安心 
 
・児童への学習支援 
 

Ａ 

 

○各町会・自治会、平成塾、関係団体、ＰＴＡ関

係者と連携・協力した旗振りや見守りパトロー

ルを実施し、児童の登下校の安全・安心確保に

ついて、充実している。 

○安全・安心推進委員会を年２回開催し、草加警

察による講話、情報交換・共有、感謝状贈呈、

お礼給食等を実施している。 

○茶道体験、家庭科ミシンボランティア、読み聞

かせボランティア等関係の団体、保護者や地域

の方との連携・協力で実施し、成果を上げてい

る。 

●学校応援団の活動内容をさらに広げ、充実させ

ていく。 

 

５ 総合評価（学校関係者評価を含む） 
・学校評価アンケートにおいて、本校の教育活動は、学校教育目標「なかよく・かしこく・
たくましく」に基づいて「進められている」「概ね進められている」と答えた保護者は９
７％である。大多数の家庭、保護者は学校の教育活動に理解を示し、担任をはじめとする
教職員に感謝の気持ちを持ち、何事にも協力的である。今後も信頼される学校を目指し、
取り組む。 

・「幼保小中を一貫した教育」に関わる研究・校内研修の充実が図られ、教職員がワンチー
ムとなった発表会が開催できた。算数科・生活科・特別の教科道徳、総合的な学習の時間
を中心とした授業研究では、中学校区での共通理解に基づいた実践・協議がなされ、教職
員一人ひとりの授業力・指導力にとって、有意義な研究・研修となった。 

・校内のさまざまな問題については、管理職・主幹教諭を中心に生徒指導主任、教育相談主
任、特別支援教育コーディネーター等と共に、早期発見・早期解決等が図られるよう組織
での適切な対応に努力した。 

・学校応援団をはじめ、家庭・地域との連携・協力により、学校の環境整備や教育活動への
支援、また安全・安心の確保等、充実できた。今後もさらなる改善・充実を図ることが必
要。 

 

 



６ 次年度の改善策 
・教職員が一枚岩となり、教育目標の実現に向けて取り組むためには、校長の示す「学校経
営方針」を常に念頭に置き、「凡時徹底」「率先垂範」の意識の中で、共通行動・共通指
導を実践していくことが大切である。次年度もこの意識を高めるよう共通理解・認識でき
るようにしていく。 

・これまでの研究を土台とした「幼保小中を一貫した教育」の研究・実践の継続と新たな研
究教科・領域の下、児童の学力向上・体力向上を目指した校内研修に取り組んでいく。特
に「プログラミング教育」の充実を図っていく。 

・「いじめや不登校児童」への取組・対策を充実させるために、今年度発足した「いじめ防
止対策委員会」の改善・充実を図る。また、スクールソーシャルワーカー等関係諸機関と
の連携・協力をさらに深め、充実していく。 

・「学校運営協議会」発足に向けた準備を進め、４月に第１回の「学校運営協議会」を開催
する。 

・今年度の計画を土台として、教職員の「負担軽減・業務改善」に向けた取組計画を作成す
る。教職員間の共通理解を図り、実践していく。 

 
 


