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評
価

成果指標
評
価

分析コメント 改善策
学校関係者評価

記入欄
評
価

４　教アで90%以上が組織的に対応したと回答 ４　認知したいじめ問題に100%対応、95%以上解決

３　教アで80%以上の教職員が組織的に対応したと回答 ３　認知したいじめ問題に100%対応、90％以上解決

２　教アで70%以上の教職員が組織的に対応したと回答 ２　認知したいじめ問題に100%対応、80％以上解決

１　教アで組織的に対応したと回答した教職員が70％未満 １　解決80％未満、または対応できないケースがあった

４　教アで90％以上が「徹底して指導した」と回答 ４　児アで90％以上が「意識して生活している」と回答

３　教アで85％以上が「徹底して指導した」と回答 ３　児アで80％以上が「意識して生活している」と回答

２　教アで80％以上が「徹底して指導した」と回答 ２　児アで70％以上が「意識して生活している」と回答

１　教アで「徹底して指導した」と回答した教職員が80%未満 １　児アで「意識して生活している」児童が70％未満

４　教アで90%以上が「積極的に研究した」と回答 ４　R2・国語・算数実力テスト（１月末実施）標準偏差が７月比＋２ポイント

３　教アで85%以上が「積極的に研究した」と回答 ３　R2・国語・算数実力テスト（１月末実施）標準偏差が７月比＋１ポイント

２　教アで80%以上が「積極的に研究した」と回答 ２　R2・国語・算数実力テスト（１月末実施）標準偏差が７月比＋０ポイント

１　教アで「積極的に研究した」教員が80％未満 １　R2・国語・算数実力テスト（１月末実施）標準偏差でマイナス

４　100％の該当教員が校内研修（年間15回）を実施 ４　教アで90％以上が「R3の指導をスタンダードに則り実施する見通しが立った」と回答

３　90％の該当教員が校内研修（年間15回）を実施 ３　教アで８0％以上が「R3の指導をスタンダードに則り実施する見通しが立った」と回答

２　80％該当教員が校内研修（年間15回）を実施 ２　教アで７0％以上が「R3の指導をスタンダードに則り実施する見通しが立った」と回答

１　校内研修（年間15回）を実施した該当教員が80%未満 １　教アで「R3の指導をスタンダードに則り実施する見通しが立った」教員が７０％未満

４　教アで90%以上が「家庭学習を計画的に出し、指導した」と回答 ４　自主学習に日常的に取り組む児童が50%以上

３　教アで85%以上が「家庭学習を計画的に出し、指導した」と回答 ３　自主学習に日常的に取り組む児童が40%以上

２　教アで80%以上が「家庭学習を計画的に出し、指導した」と回答 ２　自主学習に日常的に取り組む児童が30%以上

１　教アで「家庭学習を計画的に出し、指導した」教員が80%未満 １　自主学習に日常的に取り組む児童が30%未満

４　教アで90％以上が「課題に応じた体力向上の取組を行った」と回答 ４ スポーツテスト結果区平均以上項目が80％以上
３　教アで80％以上が「課題に応じた体力向上の取組を行った」と回答 ３ スポーツテスト結果区平均以上項目が70％以上
２　教アで70％以上が「課題に応じた体力向上の取組を行った」と回答 ２ スポーツテスト結果区平均以上項目が60％以上
１　教アで9「課題に応じた体力向上の取組を行った」教員が70％未満 １ スポーツテスト結果区平均以上項目が60％未満
４　全学級が、適切な教材を使用し効果的な防災教育を実施 ４　予告なしの訓練で避難完了まで5分以内

３　90%の学級が、適切な教材を使用し効果的な防災教育を実施 ３　予告なしの訓練で避難完了まで6分以内

２　80%の学級が、適切な教材を使用し効果的な防災教育を実施 ２　予告なしの訓練で避難完了まで7分以内

１　適切な教材を使用し効果的な防災教育を行った学級が80%未満 １　予告なしの訓練で避難完了まで7分以上

４　教アで90%以上が「学校・地域を学ぶ授業を実施した」と回答 ４　児アで90％以上が「学校・地域がわかり、好きになった」と回答

３　教アで80%以上が「学校・地域を学ぶ授業を実施した」と回答 ３　児アで80％以上が「学校・地域がわかり、好きになった」と回答

２　教アで70%以上が「学校・地域を学ぶ授業を実施した」と回答 ２　児アで70％以上が「学校・地域がわかり、好きになった」と回答

１　教アで「学校・地域を学ぶ授業を実施した」教員が70%未満 １　児アで「学校・地域がわかり、好きになった」児童が70％未満

４　保アで「学校は積極的に情報発信している」に肯定的回答85%以上 ４　保アで「学校の教育活動がよく分かる」に肯定的回答85%以上

３　保アで「学校は積極的に情報発信している」に肯定的回答80%以上 ３　保アで「学校の教育活動がよく分かる」に肯定的回答80%以上

２　保アで「学校は積極的に情報発信している」に肯定的回答70%以上 ２　保アで「学校の教育活動がよく分かる」に肯定的回答70%以上

１　保アで「学校は積極的に情報発信している」に肯定的回答70%未満 １　保アで「学校の教育活動がよく分かる」に肯定的回答70%未満

４　教アで100%が「当事者意識をもって各研修を受講」と回答 ４　事故件数０、保アで教職員の信頼度90%以上

３　教アで95%が「当事者意識をもって各研修を受講」と回答 ３　事故件数０、保アで教職員の信頼度85%以上

２　教アで90%が「当事者意識をもって各研修を受講」と回答 ２　事故件数０、保アで教職員の信頼度80%以上

１　教アで「当事者意識をもって各研修を受講」と回答した教員が90%未満 １　事故発生、または保アの信頼度80%未満

４　教アで90%が「各種研修に意欲的に参加」と回答 ４　教アで90%が「各種の研修が自己の資質・能力向上に効果があった」と回答

３　教アで85%が「各種研修に意欲的に参加」と回答 ３　教アで85%が「各種の研修が自己の資質・能力向上に効果があった」と回答

２　教アで80%が「各種研修に意欲的に参加」と回答 ２　教アで80%が「各種の研修が自己の資質・能力向上に効果があった」と回答

１　教アで「各種研修に意欲的に参加」と回答した教員が80%未満 １　教アで「各種の研修が自己の資質・能力向上に効果があった」と回答した教員が80%未満

４　教アで90%以上が「目標勤務時間を意識して働くことができた」と回答 ４　週あたりの在勤時間、平均50時間以内を達成

３　教アで80%以上が「目標勤務時間を意識して働くことができた」と回答 ３　週あたりの在勤時間、平均55時間以内を達成

２　教アで70%以上が「目標勤務時間を意識して働くことができた」と回答 ２　週あたりの在勤時間、平均60時間以内を達成

１　教アで「目標勤務時間を意識して働くことができた」と回答した教員が70%未満 １　週あたりの在勤時間、平均60時間より長い

・色々な工夫をされ実施できたことは大変良かったと思います。

・コロナは悩みですね。

キャリア育成教育は身近な地域や保護者から学べる良い機会であり、今後も続けていただきた

い。

・１４５周年式典hあ工夫して素晴らしかったと思う。

・地域にも視線をいただき感謝します。

開校145周年の式典では、児童の愛校心・郷土愛を感じられる取組をされていました。

3.9

4.0

3.8

研究推進部を中心に授業力向上を

図るための研修を計画的に進める

とともに、GIGAスクール構想等の

新しい課題に対応できるよう適切な

研修や実践交流を実施していく。

・この成果を実践に生かしてこれからも頑張ってください。

・よくやっていると思う。

・スキル向上のために学内での研修や外部の講師を招いた研修などを取り組んだと聞いてい

る。

・掲げる方針を推進してほしい。

4.0

4.0

2 4

全職員の平均在校時間を、勤怠シ

ステムで計算すると50時間以内に

収まっており、SSSの活用や業務

10％削減の効果があったともいえ

る。一方個別の事例をみると、長時

間勤務の事例も少なくない。

・校内研究を推進し、指導力を高める。

・担任に年間15時間の外国語（活動）の研

修を実施し、指導力の向上を図る。

・経営支援部に、校務のOJTを推進させ

る。

・朝礼講話、INAHOによる研修を実施す

る。

4 4

「シンキング・サイクルの活用による

『見方・考え方』の習得」をテーマと

して授業研究を進めるとともに、英

語指導等に関する研修を計画的に

実施した。また、朝礼講話の動画作

成等によりICTスキルの向上が見ら

れた。

休校中の動画配信、学校ホーム

ページの更新、土曜授業の生配信

等、今年度の状況の中で、できる方

策を先進的に進めることができ、保

護者から評価されている。

・個別の問題点の取組で全体が改善した働き方を図ってください。

・よくやっていると思う。

・以前と比較し残業が減ったように思われる。

･時間以内を達成できるように

・職員の方々の各努力に感謝いたし、日進月歩の働き方改革の実現を望みます。

・特にコロナ禍において校務量も増えご苦労が多かったと思います。

4

「三吾小に入学させてよかった」とい

う設問への肯定的会等は97％で

あった。この信頼に応えるために

も、服務研修参加の際の当事者意

識は100％でなければならない。

教職員一人一人が高い規
範意識を維持するため、
計画的に服務事故防止研
修を実施する。

・大変高評価ですが、今後共更なる取組をお願いします。

・よくやっていると思う。

・目立った服務事故は無いように思われる。

・先生方今一番大変なな時です。頑張ってください。

･素晴らしいです。

・職員の皆様の熱意の影に高率の結果が見られた。

・タイムリーな発信や工夫で情報共有できて良かったと思います。

・よくやっていると思う。

・お便りだけでなく、ホームページや動画にて頻繁に発信いただきありがたい。

・動画配信など保護者の評価も良く今後も期待している。

・時代の求めに応じた校風にしていただきたい。

・HPやメール配信など積極的な情報発信により学校の方針や活動がよく理解できました。

ICTの活用や特別委員会等の組織

編成等を工夫し、会議の効率化を

図る。評価指標を見直し、一人一人

の勤務実態をより反映した数値を

示すことで、働き方についての意識

改革を図る。

GIGAスクール構想を踏まえ、ICT機

器等を活用した情報発信の方法

を、保護者のニーズに応じて内容

の精査をする。

教
職
員

【教職員の資質・能力

の向上、働き方改革推

進】

校内研究、研修を充実

し、教職員の指導力向

上を図るとともに、計画

的な学校評価に基づく

経営改善を図る。教職

員の働き方を改善し、

健全な学校教育を推進

する。

服務事故を「起こさない、起

こさせない」教職員集団の

指導・育成を図る

年に4回の服務事故防止研修会、毎月の

報告に基づく注意喚起を徹底し、日常から

お互いに相談や声かけがしやすい集団作

りに取り組む。

4

地
域

、
開
か
れ
た
学
校

教員としての専門性を高め

るために、組織的に研修を

推進し、教員の指導力、資

質・能力の向上を図る。

【地域と協働した子育

て、開かれた学校】

学校を積極的に開い

て、地域と学び、地域か

ら学ぶ教育を推進す

る。

校務を整理し、教職員の働

き方改革を推進して、教職

員の身体的・精神的な健康

を守る。

職員の週当たりの在校時間50時間以内を

目標に、月あたりの平均残業時間45時間

以内を達成する。

地域の教育財産を生かし、

地域を知り、地域を愛し、誇

りに思う児童を育成する。

これまでの教育財産を活用し、地域・保護

者と共に、開校145周年を憶える取組を通

して、児童の愛校心、郷土愛を育てる。

HPや学校便り等の充実、土

曜学校公開、保護者会等を

通して、積極的に教育活動

の情報発信に努める。

HP、学校だより、学校公開、動画通信等を

通して、保護者・地域の教育活動への理

解度を高める。
4 4

4

・子供の成長にとって大変大事なので期待しています。

・努力が感じられます。

・コロナ禍において、工夫しながら授業を行っている。体力向上については評価できず。

・可能なことがらを実施してほしい。

・発表会の前には児童たちが自主練習に励む姿が見られました。

4.0

避難訓練、安全指導等を通して、災害や

不審者に自ら対応できる危機回避能力を

育成する。
4 -

児アからも児童の意識が
高まっていることが分か
る。今年度は全校が避難
する訓練は実施できな
かった。（感染防止のた
め）

今後もできる範囲で工
夫しながら避難訓練を
実施していく。

・制約の多い中で大変だと思いますが、実施に向けて尽力お願いします。

・頑張っていると思う。

このような状況下においても、引き続き可能な限りの訓練を続けていただくことを期待している。

・訓練は、すごいですね。是非これからも続けてください。

・実現可能な時期が来るまで待つしか無い。

・学校外での安全指導や訓練の場で児童が真剣に取り組む姿が見られました。

4.0

今後、Ipadを活用した
新たな家庭学習の取
組を試行錯誤しながら
進めていく。

・実情に合った取組を今後共お願いします。

・努力が感じられます。

・児童につきばらつきはあると思われますが、家庭での学習を積極的に推進している。

・改善策に期待する。

・IT時代に向けて適切な指導方法になるのではないか。

・自主学習に日常的に取り組む姿が見られ取組の定着を感じます。

4.0

【健康、安全教育】

自己の健康に関心をも

ち、自ら健康に生きよう

とする態度を養うと同時

に、危機回避能力を身

に付けさせる。 自らの生活を振り返り、自

分の健康、安全を向上させ

る力を育成する。

体力調査の結果分析に基づく授業改善・

体育的行事の工夫を行い、運動能力・体

力の向上を図る。
1 -

コロナ禍の中充実した体育学習をす

ることができなかった。スポーツテス

トに関しては、結果は届き次第分析

を行う。

今後も感染防止を行いな
がら工夫してできる限りの
実践をしていく。

自分で考え、正しく行動する

力を育成する。

今年度より年度後半に本
校独自の学力テストを行
い、学習の定着度を確認
し、結果を受けて対応策
を取ることにした。

・成果を期待しています。

・もうちょっと。

・教員児童ともに積極的にICT機器を使用している。

・改善策に期待する。

・独自の定着度を知れば正しい方針、対策が可能となる。

3.8

専科教員を中心に外国語教育の一層の

推進を図り、三吾小の外国語教育スタン

ダードを確立する。
- 4

英語の校内研修は行ってきたが5月

までの休業等のため15回は達成で

きなかった。（６～12月に平均7.6回

実施）

英語が楽しいと評価する児童も増

え、英語専科を設置した成果が見

られた。来年度担任が指導しても

今年度の研修を生かし授業の質を

下げないことが課題である。

・コロナ禍で厳しい状況ですが、内容の充実でカバーできたのかと思います。

・もうちょっと。

・各担任が英語の授業ができるよう研修を行っている。

・児童が楽しいと思える授業を期待する。

・社会環境の中ベストの取組として立派に思う。

・日常のコミュニケーションの中で英語を話題にする児童の姿が見られます。

【２１世紀を生きるため

の確かな学力の向上】

主体的で対話的な学習

活動を通して、生きて働

く知識・技能の確実な

定着を図り、思考力・判

断力・表現力等の資

質・能力を育成する。

アクティブ・ラーニング的視

点をもって、シンキング・サ

イクルを生かした授業改善

を行い、各教科等の「見方・

考え方」を獲得させる

ICT機器を効果的に活用し、シンキング・

サイクルを意識的に取り込んだ指導法を

確立する。
4 1

「家庭学習の手引き」で、家庭学習の習慣

づけを行い、特に自主学習への取組の定

着を図る。
4 4

「三吾あいことば」を徹底し、自主自立・自

律の生活態度を身に付けさせる。 4 3

学校の週目標に入れるな
ど日常の指導にも活用さ
せ、三吾あいことばは前年
度より定着が進んだ。

今後も三吾あいことば
に基づいて正しい判断
をし行動していく力を
付けていく。

いじめに関しては今後も
素早く対応し組織的に対
応していく。

基本的な人権を侵害する言動を「見逃さな

い、許さない」指導を徹底し、組織的に差

別やいじめの防止に取り組む。

・今後共に予防対策早期対応の徹底をお願いします。

・よくやっていると思う。

・目立ったいじめの報告は聞いておらずじどうに｢共生」の教育方針が行き届いていると思われ

る。

・いじめ問題は大変です。是非頑張ってください。

・素早い対応を組織としてできていると思う。

・｢一人にさせない」総解決できたこと大変素晴らしいことであった。

・気になる児童について共有した際、迅速かつ丁寧な対応をして頂いていると感じます。

4

コロナ対策のため様々な
制約があった中、工夫して
周年式典や、地域人材を
活用したキャリア教育等を
実施することができた。

次年度以降も実践を積み
重ね、地域との連携を強
化していく。

4.0

・行動の見える化でより意識向上に努めてください。

・よくやっていると思う。

・あいことばを徹底させるため、毎週朝礼にて、目標として揚げている。

・保護者には、コロナによりなかなか評価は難しいと思うが今後も使える努力をしてほしい。

･高い目標に共生するする姿勢が良い。

・児童との会話の中に「三吾あいことば」が出てくることがあり、意識して生活をしていると感じま

す。

3.8

校内研究や日常の授業実践を通し

てシンキングサイクルを活用した授

業の構築が進んでいる。R2・国語・

算数実力テスト（１月末実施）に関し

ては、結果は届き次第分析を行う。

全学級で毎日家庭学習の
課題を出している。提出率
など家庭ごとに差はある
が、家庭学習の習慣は定
着している。

3.9

                                                  令和２年度　墨田区立第三吾嬬小学校　学校経営計画・学校評価表（自己評価・学校関係者評価）                                                                                                                          
令和３年２月２０日作成

  学校教育目標　　「自立」　自ら学び、考え、行動する人　　「共生」　思いやりをもち、共に生きる人　　「健康」　しなやかで丈夫なこころとからだをもつ人

○目指す学校像　　「すべてはみんなの笑顔のために」　三吾小に集う子供、保護者・地域、そして教職員　すべての人の笑顔あふれる学校
○目指す児童像　　「学ぶ」ということを通して、「思いやり」の上に立つ真の教養と品格とを身に付けようとする子供　　　そのために、主体的(proactive)に生きる子供
○目指す教師像　　①教育への情熱と使命感にあふれた教師　 ②自らも学び、子供とともに感動することのできる教師　③社会人としての教養と品格のある教師

児
童
の
教
育

【人権尊重】

【自主自立・自律の態

度の育成】

道徳の授業を中心に、全教

育活動を通して思いやりの

こころを育てる。
4 4

教アで100%が組織的に取り組んだ

と回答する。研修なども行い人権感

覚を磨いてきた。認知したいじめ２

件は、校内委員会を設置して対応し

100%解決された。


