
学校評価における学校評価における
専門的助言の活用専門的助言の活用

愛媛県教育委員会

「学校評価・情報提供の充実・改善に向けた取組」

愛媛県のこれまでの取組

平成１８年度～平成２０年度

「学校評価システム構築事業」
○成果

・よりよい学校評価の在り方についての実践研究

・学校評価実践事例集の作成、配付

○課題

・第三者評価導入に向けての調査研究



愛媛県のこれまでの取組

平成２１年度

「学校経営第三者評価研究事業」
○成果
・第三者評価を円滑に実施するための手だてに
ついての実践研究
・「第三者評価の手引き」の作成、配付

○課題
・「第三者評価の手引き」に基づいた学校評価シ
ステムの構築と充実に向けての検証

学校評価推進事業

１ 学校の課題解決のための支援の在り方

２ 学校評価の充実のための研修の在り方

３ 学校評価の定量的な測定の方法



学校評価推進事業

愛媛県教育委員会 四国中央市教育委員会 市内の小・中学校

学校評価運営委員会

研究指定校・協力校

第三者評価委員会

学校関係者評価委員会

保護者・地域

県内の
市町教育委員会

小・中学校

四国中央市における実践研究

○コンサルテーションによる専門的助言の活用

○第三者評価報告書のまとめ方

○情報提供の仕方

○保護者集団構造分析ツール・P-TRUST2009による

実態把握



「学校改善につながる「学校改善につながる
評価システムの確立」評価システムの確立」

愛媛県四国中央市教育委員会愛媛県四国中央市教育委員会

四国中央市の概要四国中央市の概要

平成平成1616年度年度 ２市１町１村合併２市１町１村合併 ⇒⇒ ７年目７年目

人口約９万３千人人口約９万３千人

四国４県を結ぶ四国４県を結ぶXXハイウェイハイウェイ

⇒⇒ 「青い国四国」の中心部「青い国四国」の中心部

自然豊かな紙の町自然豊かな紙の町

小学校１９校小学校１９校 中学校７校中学校７校

児童生徒数児童生徒数 ７４９７名７４９７名

県費教職員数県費教職員数 ５８８名５８８名



教育基本方針重点施策教育基本方針重点施策
１１ 教職員の資質能力の向上教職員の資質能力の向上

２２ 確かな学力の定着と向上確かな学力の定着と向上

３３ 生徒指導の徹底と健全育成生徒指導の徹底と健全育成

４４ 特色ある学校づくりの推進特色ある学校づくりの推進

○学校評価システムの構築○学校評価システムの構築

○積極的な情報発信○積極的な情報発信

○自己評価、学校関係者評価の改善・充実○自己評価、学校関係者評価の改善・充実

○第三者評価の実践研究○第三者評価の実践研究

５５ 安全・安心な学校づくり安全・安心な学校づくり

これまでの取組これまでの取組

＜成果＞＜成果＞

○○ 外部アンケート等を活用した自己評価の工夫外部アンケート等を活用した自己評価の工夫

○○ 保護者・学校関係者・地域住民から広く意見を保護者・学校関係者・地域住民から広く意見を
求める手立て求める手立て

＜課題＞＜課題＞

☆☆ 結果公表の方法の学校間による違い結果公表の方法の学校間による違い

☆☆ 学校関係者評価方法学校関係者評価方法 ⇒⇒ 意見聴取、自由記述意見聴取、自由記述

☆☆ 実施状況と課題の共通認識実施状況と課題の共通認識

☆☆ PDCAPDCAサイクルの機能検証の手立てサイクルの機能検証の手立て



研究課題研究課題
「学校評価における「学校評価における

専門的助言の活用」専門的助言の活用」
ねらいねらい

１１ 教職員の意識改革と学校改善教職員の意識改革と学校改善

←← コンサルテーションコンサルテーション

２２ 学校評価システムの確立学校評価システムの確立

←← 学校関係者評価・第三者評価学校関係者評価・第三者評価

実実 践践 研研 究究 内内 容容
〈〈教育委員会の実践教育委員会の実践〉〉

１１ 学校評価運営委員会による学校運営の活性化学校評価運営委員会による学校運営の活性化

２２ 学校経営第三者評価委員会の設置学校経営第三者評価委員会の設置

新たな気づき新たな気づき ⇒⇒ 学校改善プログラム学校改善プログラム

３３ 学校評価コンサルテーションの導入学校評価コンサルテーションの導入

課題認識と改善方策の追究への支援課題認識と改善方策の追究への支援

４４ 学校評価関係者研修の充実：目的の共通認識学校評価関係者研修の充実：目的の共通認識

具体的方策の共有化具体的方策の共有化

☆評価される☆評価される ⇒⇒ 共に考える共に考える ⇔⇔ 支援者支援者



１１ グランドデザインとの関連性グランドデザインとの関連性

⇔⇔ 自己評価結果と改善方策の策定自己評価結果と改善方策の策定

２２ 専門的助言を生かした実践研究専門的助言を生かした実践研究

第三者評価結果に基づく改善プログラムの策定第三者評価結果に基づく改善プログラムの策定

学校関係者評価委員会の効果的運営学校関係者評価委員会の効果的運営

３３ 市内全小中学校への普及啓発市内全小中学校への普及啓発

管理職研修等での問題提起と実践報告管理職研修等での問題提起と実践報告

☆☆ 校長のリーダーシップ校長のリーダーシップ ⇒⇒ 教職員の能動的取組教職員の能動的取組

実実 践践 研研 究究 内内 容容
〈〈研究指定校・協力校の実践研究指定校・協力校の実践〉〉

四国中央市教育委員会の四国中央市教育委員会の
具体的取組内容具体的取組内容



○構成メンバー：教育委員会外部評価委員○構成メンバー：教育委員会外部評価委員

学識経験者、学識経験者、PTAPTA連合会、校長会、教頭会連合会、校長会、教頭会

○目的：学校経営活性化の支援○目的：学校経営活性化の支援

○内容：学校訪問（授業参観、教職員との面談）○内容：学校訪問（授業参観、教職員との面談）

実施状況の把握と協力体制関係づくり実施状況の把握と協力体制関係づくり

学校関 者評価 在り方検学校関係者評価の在り方検討

（共通項目設定、評価方法、）（共通項目設定、評価方法、）

（評価委員の人選（評価委員の人選

⇒小・中の交流、⇒小・中の交流、

管理職の相互理解）管理職の相互理解）

１１ 学校評価運営委員会の設置学校評価運営委員会の設置

○○ 設置要綱の整備設置要綱の整備

○○ 訪問型：県作成の手引きを活用訪問型：県作成の手引きを活用

☆評価項目の弾力的運用（共通項目）☆評価項目の弾力的運用（共通項目）

☆管理職の能動的経営⇔日常実践の充実☆管理職の能動的経営⇔日常実践の充実

２２ 学校経営第三者評価委員会学校経営第三者評価委員会



３３ 学校評価コンサルテーション学校評価コンサルテーション

○○ 学校関係者評価委員会の運営改善学校関係者評価委員会の運営改善

○○ 情報発信の方法、内容の工夫改善と継続情報発信の方法、内容の工夫改善と継続

（具体的、視覚的、動画の活用等）（具体的、視覚的、動画の活用等）

○○ 保護者意識調査の実施保護者意識調査の実施 ⇒⇒ 信頼関係信頼関係

４４ 学校評価関係者研修の充実学校評価関係者研修の充実

（１）（１） 管理職等研修の充実管理職等研修の充実

（２）（２） 学校関係者評価委員講演会学校関係者評価委員講演会



成果成果

①学校関係者評価の改善①学校関係者評価の改善

⇒⇒ 保護者啓発の質と量、方法保護者啓発の質と量、方法

②人を動かす評価結果②人を動かす評価結果

・成果指標に基づくデータ収集と分析結果・成果指標に基づくデータ収集と分析結果

③学校改善に必要な４要素③学校改善に必要な４要素

・分析的、概念的、技術的、人間関係的・分析的、概念的、技術的、人間関係的

④課題発見と達成感のバランス④課題発見と達成感のバランス

⇔⇔ 『『自らやる評価自らやる評価』』

（１）（１） 管理職等研修の充実管理職等研修の充実
『『信頼構築につながる学校関係者評価の在り方信頼構築につながる学校関係者評価の在り方』』



成果成果

①学校を見る視点の共通化①学校を見る視点の共通化

②学校・家庭・地域の連携行動目標の共通認識②学校・家庭・地域の連携行動目標の共通認識

キーワード：「聞く」⇒「見る」⇒「話す」キーワード：「聞く」⇒「見る」⇒「話す」

参加者：市内各小中学校評価委員・教職員参加者：市内各小中学校評価委員・教職員 １８７名１８７名

講師：愛媛大学教育学部講師：愛媛大学教育学部 准教授准教授 露口露口 健司先生健司先生

（２）（２） 学校関係者評価委員研修会学校関係者評価委員研修会

『『評価を学校改善につなげるために評価を学校改善につなげるために』』





＜これまでの取組から＞＜これまでの取組から＞

○学校行事や授業公開等の○学校行事や授業公開等の
参観参観

○管理職との○管理職との対話対話の重要性の重要性

○学校通信・グランドデザイ○学校通信・グランドデザイ
ン等によるン等による情報収集・実態情報収集・実態
把握把握

○○評価委員会評価委員会の重視の重視

☆保護者との連携☆保護者との連携

＜今後の取組として＞＜今後の取組として＞

市内共通実践事項市内共通実践事項

○情報発信の○情報発信の継続・工夫継続・工夫
改善改善

○評価委員会の○評価委員会の機能的機能的
運営運営

○行事等の参加・授業参○行事等の参加・授業参
観の観の機会の確保機会の確保

学校関係者評価委員学校関係者評価委員
アンケート結果考察アンケート結果考察

研究指定校・協力校の研究指定校・協力校の
具体的取組内容具体的取組内容



＜三島小学校＞

１ 自己評価結果分析と

改善プログラム作成

２ コンサルテ－ションと

第三者評価結果の活用

１ 自己評価結果分析と

改善プログラム作成
ワークショップ型校内研修の実施





２ コンサルテ－ションと

第三者評価結果の活用
学校関係者評価委員会の運営改善

評価項目、評価方法、開催日程、

情報発信、人選、人数等





三島小学校実践の成果（中間まとめ）三島小学校実践の成果（中間まとめ）

○評価結果と改善への助言・支援

⇒ 具体的実践

評価への抵抗感（評価される）の軽減

⇒ サイクルの定着 ⇒ 恒常的実践

○具体的な指導内容

⇒ 視点（行動目標）の明確化

「何をめざすのか」共通理解・共通実践

児童・教職員の意欲化（還元）

＜川之江北中学校＞
１ 自己評価結果分析の工夫改善

２ 第三者評価結果の活用

３ 生徒の生活習慣、

保護者の学校信頼度調査



１自己評価結果分析の工夫改善
生徒・保護者・教職員の相対的評価



２第三者評価結果の活用
学校関係者評価委員会の機能的運用

３生徒の生活習慣、

保護者の学校信頼度調査
⇒ 実態把握 ⇔ 課題の明確化



協力低 協力高

期待高

期待低

高信頼型

一般協力型

学校不適応型

高学歴志向型

生活環境型

利己主義型

無関心型

離脱志向型

拒絶反応型

依存 適応

回避 葛藤



四国中央市今後の取組四国中央市今後の取組
～次年度に向けて～～次年度に向けて～



PDCAPDCAサイクルの機能検証の手立てサイクルの機能検証の手立て

１１ 学校評価運営委員会の効果的運用学校評価運営委員会の効果的運用

２２ 学校関係者評価の改善学校関係者評価の改善

(1)(1)共通項目の設定と活用共通項目の設定と活用

(2)(2)人材リスト作成人材リスト作成

３３ 学校関係者評価委員連絡会（仮称）の開催学校関係者評価委員連絡会（仮称）の開催

４４ 管理職等研修の継続管理職等研修の継続

☆信頼構築のためのキーワード☆信頼構築のためのキーワード ⇒⇒ 『『対話対話』』

☆管理職のリーダーシップを基盤とする教職員集団☆管理職のリーダーシップを基盤とする教職員集団

『『意識の共通化意識の共通化』』とと『『実践の共有化実践の共有化』』

御静聴ありがとうございました御静聴ありがとうございました


