
学校の自己評価結果の見方と今年度(7 月)の傾向       平成 24 年度；津民小 

・評価結果を満足度として点数化し、教職員・保護者・児童の評価とリンクして比較検討してい

る。 

満足度 80％以上は、本校の良さや特色としてとらえ、今後さらに伸ばしていきたい。満足度 80％

未満については、本校の課題として、今後改善に向けて取り組んでいきたい。 

・7 月の平均満足度は、昨年度とほぼ同じである。学校のよさ特色は例年とあまり変わらないが、

児童の｢授業が楽しい｣｢分かるまで教えてくれる｣という項目が伸びている。校内研修で授業改

善に取り組んできた成果ととらえる。しかし、基本的生活習慣の数値が、保護者・児童共に悪

いのが気になる。 

・「学校が楽しいですか」の項目が、98％という結果は、学校としてとてもうれしく思っている。

（同じ項目の教職員 90％、保護者 95％） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

学校の良さ・特色(上位 3 項目) 

①体力づくり        (98％) 

②読書           (95％) 

③施設設備の安全      (93％) 

③開かれた学校作り     (93％) 

③危機管理         (93％) 

教職員アンケート結果より 

今後の課題(上位 3 項目) 

①個人カルテ        (60％) 

②食育・健康教育      (65％) 

③家庭学習         (70％) 

③小・中連携        (70％) 

学校の良さ・特色(上位 3 項目) 

①学校が楽しい       (95％) 

②学校公開         (88％) 

②体力づくり        (88％) 

②学校からの情報発信     (88％) 

保護者アンケート結果より 

今後の課題(上位 3 項目) 

①家庭読書         (68％) 

②基本的生活習慣       (70％) 

②学校の施設設備の安全性   (70％) 

学校の良さ・特色(上位 3 項目) 

①学校が楽しい        (98％) 

①分かるまで教えてくれる   (98％) 

①授業は楽しくわかりやすい  (98％) 

①家庭学習を毎日やる      (98%) 

①3 食きちんと食事をする    (98％) 

①地域の人と活動楽しい    (98％) 

①イカのおすし        (98％) 

児童アンケート結果より 

今後の課題(上位 3 項目) 

①基本的生活習慣      (65％) 

②保小連携         (68％) 

③友だちにやさしく     (73％) 

③小小連携         (73％) 



　　　　　　　　　　平成24年度　学校自己評価アンケート結果(1学期） 　　津民小学校
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73 83 98

95 68 95

70 83 98

65 73 98

80 70 65

98 88 90

83 78 95

78 73 83

90 95 98

73 80 73

93 88 95

90 88 88

85 83 98

93 70 90

78 73 93

78 80 83

93 85 98

75 83 68

78 80 73

70 73 85

81 80 88

(81) (79) の塗りつぶしは、満足度80％以上の項目 (88)

教職員アンケート項目満足度 保護者アンケート項目満足度 児童アンケート項目満足度

つ
ね
に
学
ぶ
子

個人カルテを作成し、一人ひとりの実態を的確につかん
でいるか 学校では、学力向上をめざして様々な取り組み(個人カルテ・学力向

上プラン・補充学習・個別学習等)をしていますが、その効果が出て
いると思いますか

83 授業で分からないところを先生が分かるまで教えて
くれますか 98

「津民っ子タイム」や放課後の時間での繰り返し学習や
補充学習･個別指導に取り組めたか

リーダー学習や探究的な学習(総合)･問題解決学習･1時間
完結型授業･板書とノートの一体化に取り組めたか

先生は、子どもがよくわかるように授業を工夫していると思います
か（リーダー学習･探究的な学習･問題解決学習･板書等）

授業は楽しく分かりやすいですか

児童は読書に積極的に取り組んでいたか（朝読書・家庭
読書)

家庭で子どもは読書に積極的に取り組んでいますか 読書は好きですか

「耶学のすすめ」を活用し、家庭学習の定着ができたか 家庭で子どもは家庭学習の習慣が身についていますか 家庭学習（宿題など）を毎日やっていますか

た
く
ま
し
い
子

ＰＴＡや栄養士・保育所と連携し、食育指導や健康教育
に取り組めたか

家庭で子どもに食育指導や食事の躾を積極的に行っていますか 毎日、朝・昼・夜きちんと食事をしていますか

保護者と連携して基本的生活習慣の育成はできたか（親
子で取り組む生活アンケート）

家庭で子どもは基本的な生活習慣(早寝早起き・朝食・排便・身の回
りの片付け・歯磨き等)が身についていますか

早寝・早起き・歯磨き・排便をきちんとしています
か

子どもは、体育的行事(相撲･太鼓･水泳･運動会･持久走
等)等を通して体力づくりに積極的に取り組めたか

学校行事(相撲・運動会・持久走・太鼓等)等を通して、子どもたち
の体力づくりに積極的に取り組んでいると思いますか

自分から進んで体力づくり(相撲・太鼓等）に取り
組みましたか

み
ん
な
な
か
よ
し
な
子

子どもは、先生や地域の方、友達に明るくあいさつがで
きているか

子どもたちは、先生や家族、地域の方、友達に明るくあいさつがで
きていますか

自分から進んで、地域の人や先生・家族・友だちに
あいさつができましたか

子どもは、友だちや大人に対する言葉づかいがきちんと
できているか

子どもたちは、友達や目上の人への言葉づかいがきちんとできてい
ますか

友達や目上の人にきちんとした言葉使いをしていま
すか

子どもは、学校生活を楽しく過ごしているか 子どもたちは、毎日の学校生活が楽しそうですか 学校が楽しいですか

福祉ボランティア教育に積極的に取り組めたか
学校は、福祉ボランティア教育等で子どもに協力する気持ちや思い
やりの気持ちを育てるような指導を行っていると思いますか

友達にやさしくしていますか

開
か
れ
た
学
校

学校公開に積極的に取り組めたか
学校は、学校公開や授業参観・懇談会など開かれた学校づくりを積
極的に進めていると思いますか

地域の人やお父さんお母さんが良く学校にきてくれ
ていると思いますか

ＰＴＡ総会・全体会・懇談会、お便り、ホームページな
どで積極的に情報提供ができたか

学校は、ＰＴＡの会議・お便り・ホームページなどで教育方針や取
り組みの様子などを分かりやすく伝えていると思いますか

学校のことをおうちの人とよく話しますか

地域と連携した教育活動に積極的に取り組めたか
学校は、地域と連携した教育活動に積極的に取り組んでいると思い
ますか

地域の人と一緒にいろんな活動をするのは楽しいで
すか

安
全
・
安
心
の
学
校

学校の施設設備の安全点検に積極的に取り組めたか 学校の施設設備は安全に保たれていると思いますか 学校の建物や遊具は安全ですか

５S運動(整理･整頓･清掃･清潔・躾)に積極的に取り組め
たか

学校は、昨年から５S運動に取り組んでいますが、５S(整理・整頓・
清掃・清潔・躾)ができていると思いますか

３S運動（整理･整頓･掃除）を心がけていますか

スクールガードや子ども連絡所等との連携ができている
か

学校は、地域との連携(スクールガード・子ども連絡所等)して、子
どもを守る体制作りに積極的に取り組んでいると思いますか

スクールガードの人や子ども連絡所を知っています
か

危機管理(災害・不審者｢イカのおすし」・交通事故など)
の訓練や指導ができているか

学校は、危機管理(不審者・災害・交通事故対策など)を高める様な
訓練や指導を積極的に行っていると思いますか

「イカのおすし」を知っていますか

幼
小
中
連
携

幼(保)・小の連携教育に積極的に取り組めたか
学校は、幼稚園(保育所)との連携教育に積極的に取り組んでいると
思いますか

保育所の友だちとの活動は楽しいですか

小・小の連携教育に積極的に取り組めたか
学校は、他の小学校との連携教育に積極的に取り組んでいると思い
ますか

耶馬溪町の小学校の友だちとの活動は楽しいですか

小・中の連携教育に積極的に取り組めたか
学校は、中学校との連携教育に積極的に取り組んでいると思います
か

中学校との活動は楽しいですか

教職員平均満足度 保護者平均満足度 児童平均満足度


