小学枝■
研究課題学校関係者評価委員が評価活動に参画する手だてを試行し、その評価結果を学校改善へ生かす取
組に係る実践研究

誰もが学校関係者評価委員として参画できる学校評価を目指して
札幌市立石山東小学校一

Ｉはじめに
学校改善に資する学
校評価の取組

１本校における学校評価のねらい
本校の屋上には「学校と地域で学び明日に育つ石山東の子」と書かれた大看板
が掲げられている。地域とともに歩む学校を目指すために、学校内の職員のみで行
う自己評価だけではなく保護者・児童のアンケートに加え、４年前より学校関係者
評価委員会（以下石山東小学校を語る会）を立ち上げ、委員の方による学校関係

者評価を行っていただき、より広い見地からの意見を学校改善に生かしている。
学校評価を子どもの育ちに直結させるために、成果と課題を生かしながら教育内
容の見直しを図っており、学力の向上を始めとして日々の教育活動に反映させ、学
校全体のレベルアップを目指している。

本校の取組
◎重点項目の設定

２昨年度の学校評価の結果をもとにした改善点
本校では昨年度の学校評価を受け、今年度の重点目標を「自ら求め高め合い
確かな力を身に付ける子どもの育成」とし、これを達成するために以下のような重
点項目を設定した。

◎子どもの育ちを中核に据えた教育課程の見直しと編成

◎学びのスタンダードをあげ、確かな力を育む学習の創造
◎保護者・地域・ボランティアとの連携の充実

Ⅱ本校の学校関係者評価
学校関係者評価のシ
ステムを創る

１これまでの取組の問題点
学校関係者評価委員の方から、「学校評価でどのよ

うな事柄について触れればよいか分からない｡｣、「学

校のことがよく分からない｡」との声が聞かれた。学
校としては「長年地域に暮らし、本校児童を幼いころ
｢ＸこしＬ(ｌＪｌｊ又:Ll-UU｣ｊＪ２ＸＯ－管ビワし、ｑ】､1つ｡巴旦ユａご幻ﾙﾘｰつ

学校閲(系者評ｲ西委員会

から見ていただいた方々の率直なお考えをお聞きする
から見ていただいた方々の率直なお考えをお聞きする『石山東小学校を語る会』

ことが学校評(illiにつながることになります｡」と説明
ことが学校評(illiにつながることになります｡」と説明したが、より評価しやすいシ
ステムづくりの必要性が浮き彫りになってきた。

２学校関係者評価の円滑な実施に向けた取組
問題点を解決するために、学校側として評価項目を再検討したり、評価するため
に必要となる資料（学校ガイドブック、学力テスト・新体カテストのデータ等）を
作成・準備したりした。

また、子どもの姿を見ていただく場面を増やし、学校関係者評価委員の方々が評
価をしやすくするための基盤づくりを行った。

－１７－

Ⅲ学校評価の－年間の流れ

Ｉ
４

５

６

７

自己評価
学校（教職員）
○職員会議（学校経営方針）
○学習参観・懇談
’○家庭訪問

○子どもの育ちを語る会Ｉ
○学校運営検討委員会①
(学校評価等）
○運動会

学校関係者評価
保護者・地域

児童

○今年度の目標
設定

○1年生を迎え

る会参観

る会

○学力検査

○運動会参加

○運動会がんば
りカード

○学習参観・懇

○学習参観・懇談

談

○新体力テスト

○学校運営検討委員会②

○個人懇談

○石山東小ガイ

○石山東小ガイドブックNo.４配
付

ドブック配付
○前期学校評価

○保護者向け学

校評価のアン
ケート①実施

８

○アンケート結

巣の公表
○子どもの育ちを語る会Ⅲ
(学校関係者評価委員アンケー

９

○入学式参加

○１年生を迎え

○子どもの育ちを語る会Ⅱ

○個人懇談

○ＰＴＡ総会

学校関係者評価委員会等

○学校生活のア
ンケート①

卜を含めて）

○学校説明会

○石山東小学校を語る会①

○学習参観・懇

○学習参観および子どもや学校に

談

対するアンケート

○炊事参観

○学習参観・懇談
○ふれあい活動炊事
1０

11

○学習発表会
○学校運営検討委員会③

んばりカード

○学習発表会参

参加

○個人懇談

○学校生活のア

○学習発表会参観

観

○子どもまつり

○子どもまつり

○子どもの育ちを語る会Ⅳ
1２

○学習発表会が

○保護者向け学

○子どもまつり参加
○給食参加および感想アンケート
○学校の取組へのアンケート

校評価のアン

ンケート②

ケート②実施

○学校運営検討委員会④

○アンケート結

○後期学校評価

果の公表
１

○学校評価全体会①②③
○学習参観・懇

○学習参観・懇談
２

○次年度計画の立案

○石山東小学校を語る会②

談

○学校運営検討委員会⑤

３

○子どもの育ちを語る会Ｖ

○学校説明会

○学校評価の公表

○懇談

○懇談

○卒業式参加

○卒業式

○学校説明会

1８

○卒業式参加

※毎月の学校便り配付

Ⅳ学校関係者評価の具体
１学校関係者評価を機能させる手だて
多様な見方・考え方
を学校評価に生かす

(1)組織体制の工夫

今年度本校では、学校関係者評価委員を１０名の方にお願いした。前・現町内会
長、学校評議員、主任児童委員、校区にお住まいの学校医、ＰＴＡ会長、まちづ
くりセンター長である。『石山東小学校を語る会』にはほぼ全委員が参加してく

ださるが、どの学校行事にも全ての方が参加することは難しく、各々の委員の方
が機会を見付け、子どもたちの姿を見てくださっている。感想やアンケートをそ

の場でいただいたり、『石山東小学校を語る会』の中で出し合ったりした内容を
プリントにし、学校職員全体に伝わるように工夫している。
(2)委員選考に当たっての留意点

町内会長は三つの町内会とも今年度新たに替わった。そこで、これまでの学校
運営や学校事`情に精通している旧会長に加えて新会長にもお願いしたところである。
そのことで、これまでの流れを踏まえた上で、今の子どもたちや学校の在り方

について再検討することが可能となった。また、新委員として民間出身のまちづ
くりセンター長に加わっていただいたことで、様々な子どもたちの姿を基にした
多面的な学校評価を行うことができた。

｡鳶竺離耆彗嶬で蝋ﾘ?旱竺一II11iiJjlHJJJ蕊■急■肩口１１■
(3)学校関係者評価委員への働きかけの具体

5１

①積極的に評価活動へ参画できるための工夫

生き生きとした子どもの姿を直に見ていただく
ことが学校評価の第一歩になると考える。数値的
なデータや文書による説明はもちろん必要な事柄

霊iｉ

であるが、学校教育に直接携わったことのない学
であるが、学校教育に直接携わったことのない学学習参観する学校関係者評価委員
校関係者評価委員の方が自らの意見を述べること

ができるのは、実際に子どもとの直接的な関わりがあってこそのことである。
そこで、今年度は行事への参加だけでなく、様々な場面で子どもの姿を見て
いただいた。通常の学習参観や児童活動の「子どもまつり』、給食にも加わり
子どもとの関わりを深くもったことが、積極的で示唆のある評価につながった。
②来校機会・情報提供の回数

保護者や地域の方々に対して「いつでも参観日」と機会あるごとに啓発して
いるが、学校関係者評価委員から「参加しづらい｡」との声があがった。そこ
で、こまめに来校依頼の文書を出すことによって、複数名に参加をいただいて
いる。昨年度より来校の機会は増えており、「子どもと話すことは楽しい｡」と
の感想をいただくことができた。
また、毎月の学校便りに加え、作成・配付した「石山東小ガイドブックＮｏ．

４』は、学校運営を始めとして、各学年の学習内容など学校教育全体を理解し
ていただく資料となっており、適宜参考となる情報を提供することが大切であ
ると考える。
(4)学校関係者評価の実際

ゴールを見据えた評
価材料の蓄積

①評価方法の説明

第１回の『石山東小学校を語る会』で学校経営方針や重点目標に加えて学校
関係者評価の方法や評価内容などについて直接担当者が説明し、事前にどのよ
うにして評価するのか予備知識をもった上で１年間の教育活動を見ていただい
ている。

－１９－

②中間評価の実際

本校は前期・後期の２期制の教育課程を編成しており、保護者や児童による
学校の取組に対するアンケートを２回実施している。そこで、学校関係者評価
委員の方からいただいた意見を加え、後期の教育活動につなぐための中間評価
としてまとめ、遅滞なく実践できるように努めている。

２学校関係者評価の結果から学校運営のエ夫・改善へとつなげる方策
学校関係者評価委員
とともに進める学校
評価

（１）学校関係者評価の結果から改善の方向を検討

学校関係者評価委員の方からは、子どもや教師の様々な取組を見た上で課題を
指摘される。その事柄を改善するために、運営方法や指導方法の工夫等が必要で
あり、全職員による改善策の検討を適宜行っている。
(2)次年度の学校運営計Uiliに反映した計画を報告

年度末の「石山東小学校を語る会」では、今年度の成果と課題を踏まえ、次年

度の方策を立案し委員に報告する。学校関係者評価が具体的な学校改善につながっ

たことを伝え、充実感や満足感をもっていただけるように努めた。結果として学
校関係者評価委員会を通した学校改善のプロセスの重要性を認識することができ
た。

Ｖ

自己評価及び学校関係者評価結果の公表
１公表の方法
本校では、評価結果の公表を以下の方法で行っている。
・自己評価書の配付と学校説明会の開催（保護者・地域・学校関係者評価委員）
・学校ホームページ

２公表の効果
上記の方法によって学校・保護者・地域の関係が密になり、子どもの育ちや学校
の取組について理解を得ることができた。そのことが、学校ぐるみ・地域ぐるみで

子どもを育むという意識を高めることにつながったのである。

Ⅵ成果と課題
学校・地域の活力の
基となる学校評価へ

学校関係者評価委員からは、「子どもたちが頑張っているね｡」「先生たちもよく
やってくれている｡」とのお褒めの言葉をいただくことが多い。特に今年度、学校

関係者評価委員の方が来校される機会が増え、このような言葉を数多く聞くことが
できた。そのことが、全職員の意欲を一層高めることにつながっている。

また、学習参観後のアンケートで「子どもが学習に集中していない｡」との指摘
を受けたときには、早速『子どもの育ちを語る会』で改善策について話し合い、授
業改善に役立てている。その結果として「石山東小の子どものスタンダードが上がっ
た｡」と言われるなど、大きな成果として捉えることができた。
今後も地域の方々、そして誰もが学校関係者評価委員としての意見を述べること
ができるように、子どもや学校の情報を発信し続け、地域の中にある学校の意義の
重要性を再確認することで、学校・保護者・地域がより一体感をもち続け、石山東

小の子どものより確かな力を身に付ける取組が共有できるものと確信している。

【参考文献】

.「学校評価の現状とこれからの方向」小松郁夫初等教育資料平成24年１月号
.「学校評価・情報提供の充実・改善等のための実践研究」集録札幌市教育委員会
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