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Ｂ

・体力テストの総合判定がＢ以上の児童が80％
は尐し目標が高すぎると感じる。個人の伸びを大
切にするという視点から考えると，前年度の個人
の結果からの伸びを目標にするのもよいと思う。

方
策

Ａ

・学力向上に向けた取組は素晴らしいと思う。とり
わけ，単元末テストを実施した後の３日以内返
却，７日以内再テストという取組を継続してほし
い。

・標準学力調査の結果については，算数科の学
力が向上しているのがよく分かった。個人カルテ
をさらに活用して，尐人数ならではの「一人一人
を大切にした指導」を充実させてほしい。

・「ありがとうカード」の取組は，児童の自己有用
感を高めるために効果的だと思う。
・生活習慣を改善するのは容易ではない。

・全体に対しての取組だけでなく個人に視点を当
てた取組を増やしていくことも大切だと思う。

結
果
と
分
析

Ｂ

・確かな学力，豊かな心についてはずいぶん成
果が感じられる。分析も細かく次の手立てをきち
んと考えているのでよいと思う。

・健康や体力については，校舎の改修工事の影
響もあり満足な結果が得られなかったことは残念
であるが，これからの季節はグランド，体育館で
思い切り体を動かす時間をつくってほしい。

総
合
評
価
等

Ｂ

・尐人数の中で小中９年間過ごすため，高校に入
学するときのギャップに耐えられないのではない
かと心配になる。普段の体育などの授業を交流
することができれば，大勢でするスポーツも経験
できるのでよいと思う。

・栄養教諭が教育奨励賞をいただいたことを誇り
に思うとともに，地域の住民も元気をもらった。恵
まれた人的環境を生かしてさらに頑張ってほし
い。

・新しくなった体育館で，筒賀の地域行事が行わ
れることを楽しみにしている。

Ｂ

・理科と社会については宿題もあまり出ていない
と思う。改善策にもあるように今後は理科・社会
についても家庭学習を出す方がよいと思う。

・ありがとうカードの取組は確かに効果的だと思
うが，枚数の尐ない子が元気をなくしてしまって
いる。全員がある程度もらえるような手立てを考
えてほしい。

・自分のよいところを言ってもらうことはうれしいと
思うが，高学年であれば友達に「直してほしいと
ころ」を伝えることも自分を見つめる上で有効で
はないか。

66%

51%

58%

82%

73%

72%

3

2

2

・66％という数値はよくできた児童の割合で，ほぼ
できた児童を含めると79％である。今回は事前に
個別面談を行い，個々のこれまでの課題を提示
するとともに，生活の様子を聞き取りながら，一緒
に重点目標を設定した。自分の決めた目標という
ことで，意識して取り組んだ児童が多かった。課題
を改善できなかった児童も，取組後，改善を目指
す様子も見られた。

・ほぼ100％近くが肯定的評価をしているが，5月
のアンケートから徐々に「よくあてはまる」から「ほ
ぼあてはまる」に移行している。職員の誰かが給
食の最後まで見届けるようにしている。「よい姿勢
で食べる」と「時間内に食べる」という２点に絞り指
導を徹底することが職員の共通理解が図れ効果
的であったと考える。

・中間評価の時点で2学期の体力テストは実施済
みで，それ以降の取組を評価するデータはない。
今年度は遊びの中で体力作りができるような環境
整備や，走力や跳躍力を高める運動を取り入れる
などの取組を行ってきたが，Ｂ判定以上の児童は

・個別面談は有効であると感じた。今後も取り入れていきた
い。これまで改善が難しかった児童については，保護者に
個別に協力をお願いすることで，改善の傾向が見られた。
今後も個々の家庭の状況を把握し，改善しやすいところから
お願いしていく。

・5月と比較すると，全員が食べ終わるまでにかかる時間は
短くなっており，食事のマナーも全体的にはよくなっている。
毎年「よくあてはまる」から「ほぼあてはまる」に移行するの
は，自分の姿を客観的に振り返ることができるようになるた
めではないかと考える。10月に否定的評価をしていた児童
が今回は肯定的評価をしており改善がみられる。食事のマ
ナーは今後も継続して取り組む。

・冬季は改修工事の関係で運動の機会が減っており，児童
の体力・運動能力の低下が予想される。個々の重点目標の
提示方法を工夫しモチベーションを上げるとともに，全校遊
びや業間体育の中に走力や跳躍力を高める運動を意図的
に仕組んでいく。

改
善
策

3 ・児童アンケート「自分には良いところがあると
思います」では，６２％の児童，また「自分の良
いところが周りの人に認められていると思いま
す」では，５８％の児童が「よくあてはまる」と答
えている。１０月実施のアンケートと比べ，「自
分の良いところ」の項目では数値が上がり，ま
た否定的回答をした児童の数も減った。

健
康
や
体
力

(

体

)

○基本的な生
活習慣や，健
康でたくまし
い体力・気
力・耐力を備
えた児童の育
成

【３】⇒健康安全
部

○心身ともにたく
ましい体力を育成
する。

⑦児童と保護者が児童
個々の生活習慣の課題
を意識し，改善できるよう
指導や働きかけを工夫
する。

⑧発達段階に応じた食
事のマナーに関する指
導を徹底する。(よい姿勢
で食べる。時間内に食べ
る。)

⑨本校重点項目（立ち幅
跳び）の向上と個々の重
点課題の克服に向けた
運動を取り入れる。

平成２７年度　学校評価表（最終　記入用）

目標 実践 最　終　評　価　（２月） 学校関係者評価

成果と課題の分析 改善の方向性
項
目

中期経営目標 短期経営目標 目標達成のための方策 評価項目　（評価方法）
目標値

確
か
な
学
力

(

知

)

○確かな学力
を身につけ，
主体的に学び
合える児童の
育成

【１】⇒教務研究
部
 
○基礎学力を高
める。

①標準学力調査の結果
をもとに個人カルテを作
成し，個に応じた指導を
行う。

②校内漢字検定を実施
し，漢字の定着を図る。

③書く活動，とりわけ算
数科のノート指導を効果
的に行い，自分の考えを
適切に表現させる。

・標準学力検査の結果，対前年度
比103以上，もしくは全国平均比
103以上の児童の割合

・単元末評価テストの結果，全国
平均以上の児童の割合

・算数ノートへの書きこみの様子・
活用などについて，児童アンケート
「算数の授業では自分の考えを分
かりやすくノートに書くことができま
す」の自己評価で「よくあてはまる」
と答えた児童の割合

※

70％

65％

3

4

4

・標準学力調査の結果，いずれかの条件を満
たした児童が，昨年度の73％より下がってし
まった。算数に関しては，個人カルテ等を基に
「つつがの日」で個別指導をした。子供達のや
る気を引き出すことができるとともに，昨年度
68.1％から82.1％とかなり伸びた。しかし，理
科と社会においては評価項目を達成した児童
が50％にとどまった。
・中間評価が67％だったことから，最終目標値
を75％から70％に修正して後期の学習指導等
を行った。3学期からは単元末テストの目標点
を80点と設定し，単元終了後速やかにテストを
実施し，3日以内に返し，さらに1週間以内に目
標点未達成の児童は再テストを実施すること
に取り組んだ(学年教科共通)。高学年の到達
率が前期より上がっているということは目標を
明確に提示することと単元終了後の速やかな
テスト実施が学習効果を高めていると言える。
・児童アンケート「算数の授業では自分の考えを分か
りやすくノートに書くことができます」の項目において
は，79％の児童が「よくあてはまる」と答えていた。各
担任が，授業中や授業後に評価をしたり，モデルノー
トを校内に掲示することで，児童にやる気を持たせる
ことができたとともに，良いノートをイメージし，そこに

・算数科においては，今年度の取組を継続することが大
切である。理科と社会については，基礎的な用語をしっ
かりと理解したり，その用語を用いて学習したことを説
明したりする取組を意図的に授業の中に組み込んでい
くことが必要である。

・今後も単元終了後の速やかなテスト実施を行っていく
とともに，短期スパンでの復習プリント実施により単元
ごとの学習内容を定着させる取組を行っていく。国語・
算数だけではなく，社会・理科の教科についての家庭
学習(プリント)も取り入れ，復習を通してより一層の学習
内容定着を図る。また，校内漢字検定を継続して行うこ
とで，前学年の漢字の定着につながったと同時に該当
学年の漢字の習得にも意欲的に取り組むことができた
と考えられることから，引き続きドリルタイムを使っての
漢字の復習時間を確保することが有効だと考える。
・今年度の取組を，来年度も継続し，より分かりやすい
ノートが作れるようにしていく。評価方法については，今
年度は児童の自己評価のみだったので，来年度以降
は学校全体で目標を決め，担任の評価を取り入れる必
要がある。

評
価

意見等
中間 最終

今回
の
達成
割合

目標に
対する割
合

評価

70% 60% 85%

75％

75％
70%

70％

66%

72%

79%

88%

102%

　

112%

・生活実態調査や児童アンケート
において，自分の課題が改善でき
た児童の割合

・児童アンケート「給食時間は，食
事のマナーを守って食べていま
す」の自己評価で「よくあてはまる」
と答えた児童の割合

・総合評価がＢ判定以上の児童の
割合

70%

60%

70%

80%

70%

80%

・児童アンケートで「よくあてはまる」と答えていなくても，肯定的
回答の児童の割合は90％を超えることができた。学習面では話
し合い活動を重視し，児童が活躍できる場面を取り入れたため
自信をつけた児童も多かった。また，3学期から取り組んでいる
「ありがとうカード」で自己有用感を感じることができている児童
も多い。一過性の取組にならないように，継続して取り組んでい
きたい。
・来年度も今年度の取組を継続し，養護教諭と連携しながら，社
会性やコミュニケーション能力を高める指導を，全学級で計画
的，系統的に行うようにする。
・教育相談週間を設定することで，児童の思いをしっかりと聞くこ
とができた。来年度も，児童の様子については全職員で関わっ
ていけるよう情報の共有を図る時間を確保していく必要がある。

豊
か
な
心

(

徳

)

○自他を尊重
し，豊かな感
性と道徳性を
備えた児童の
育成

【２】⇒健康安全
部

○自己有用感を
高める。

④学習や生活面で子供
が活躍できる場を計画的
に位置づける。

⑤社会性やコミュニケー
ション能力を高める指導
を計画的に行う。

⑥教育相談週間を定期
的に設定し，児童理解を
深め，個別の対応を行
う。

・児童アンケート「自分には良いと
ころがあると思います」「自分の良
いところが周りの人に認められて
いると思います」の自己評価で「よ
くあてはまる」と答えた児童の割合

60%

４・・・１０１％～  ３・・・８０～１００％  ２・・・６０～７９％   １・・・６０％未満 

 

Ａ とても適切      Ｂ 概ね適切 

Ｃ あまり適切でない   Ｄ 適切でない 

学校経営理念   筒賀小で学んで良かったと思える学校教育の創造 

学校教育目標   笑顔いっぱいの生活を自ら創り出す児童の育成 

修正後 


