
最終（2月） 次年度に向けて
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⑦生活実態調査を実施
し，児童が自分の生活
習慣の課題を意識し，
改善できるよう保健指導
を実施する。

⑧食の自立に向けて，
家庭での食事の手伝い
や自ら調理ができるよう
様々な教科や領域の中
で，調理体験を重ね家
庭で実践できるように指
導する。

⑨本校重点項目（握力・
持久力）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。
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・児童アンケートの結果，7月は８８%で，『げんきなからだづくり
てんけんカード』を実施した9月は９４%だったが，2月は８５％に
下がった。これは，寒い季節となり早起きができなかったり，テ
レビやゲームの時間が増えて夜の就寝時刻が遅くなった結果と
思われる。
・健康朝会で，「よい睡眠」とはどういう睡眠なのかを考えさせ
た。また，健康委員会で，「生活習慣テスト・妖怪判定」のビデオ
クイズを作成し，委員会発表を行った。

・冬休み中，高学年は『食事作り』，中学年は『筒賀ならではの
レシピ作り』，低学年はスキー教室に持って行く『おむすび作り』
をした。どれも意欲的に取組んでおり，家庭で調理した児童の
割合が高まった。作ることに興味を持ち，学校での調理実習で
自信を持ち，家庭で実践する姿が見られる。

・前回の記録を児童に示し，個々の目標値をしっかりと持たせ
ることで記録を向上への意識を高めた。また，個人懇談では保
護者にも体力テストの結果を示し，成果と課題について説明す
ることで，児童の変容を実感してもらうことができた。
・2度目の記録の結果，走力における全国平均及び県平均を下
回る児童の割合は32%であり，課題が見られる。男女別にみる
と，男子には「握力」「ソフトボール投げ」「立ち幅跳び」，女子に
は「長座体前屈」に課題が見られる。

・生活習慣の大切さを発達段階に合わせて理解できるよう，学
級指導で保健指導を実施する。自分の生活を振り返り，何を目
標にするのか具体的な目標を自分で決めることが大切である。
課題を把握し，改善に向けた自己決定，実践を支援していく。

・『食』について興味や意欲は高まっているが，児童だけで実践
することは難しいので，家庭に協力してもらえるよう，学校での
取組を紹介しながら共に支えていきたい。また，地域の方々に
協力していただく機会を計画的に位置づけたい。（福祉共育
テーブル会議）

・より走りやすい季節や環境を考慮して，走運動を取り入れる。
・年間2回の計測を行い，児童のモチベーションを高める。
・冬季は縄跳び運動に取り組ませる。基本的な技の連続に取り
組ませることで筋パワーが最大限発揮できるようにする。
・児童会を中心に全校遊びを取り入れ，筋持久力や瞬発力を高
める。
・校内に体力作りコーナーを設置し，児童の意識啓発を行う。
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平成29年度　学校評価表（最終）
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・東京書籍データベースのダウンロードプリントを活用し，今年
度も多様な問題に繰り返し取り組ませることができた。個人カル
テをファイル化し，児童が自分でファイルから苦手な内容を選
び，「つつがの日」に取り組めたことは，基礎学力の向上につな
がった。しかし，今年度，月２回として取り組んだため，十分に
準備ができない時もあった。

・漢字チャレンジカードを作り，継続して取り組んだことで，漢字
を苦手としていた児童も，意欲的に取り組み自信をつけること
ができた。
また，児童アンケートの結果，国語辞典を積極的に活用してい
る児童は，72％から86％に上昇した。その結果，児童に語彙力
がついてきている。しかし，家庭で国語辞書を活用している児
童は依然尐ない。

・月１回の筒賀っ子５・７・５の取り組みや，これまで継続して取
り組んできたモデルノート作りなど，書く活動を意図的に設定し
た。どの学年も特に国語においてEXテストの得点率が上がって
きている。算数については，全国平均に届かない児童が多く，
論理的に説明する力に課題がみられる。

・「つつがの日」は一人一人が自分で課題を見つけ，継続的に
取り組み，成果を感じることができるよう内容を工夫するととも
に，児童に意識付けを行う。

・漢字チャレンジカードは継続する。国語辞典については，意味
調べを宿題に出すなどの取り組みを行い使用機会を増やす。
また，意味だけでなく，調べた言葉を使って短文を作るなど，文
章の中で使うことのできる力を高めるための取組を工夫する。

・算数科においては授業の中で児童が自分の考えを書く時間を
十分に確保するとともに，問題を図に表し，答えを求め，順序を
表す言葉を用いて説明を書くようにし，論理的に思考できるよう
に授業改善を進める。また，算数科だけでなく他教科においても
説明する機会を増やすよう努める。
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○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東京書籍データベー
スの活用，個人カルテを
もとにした補充指導（月
２回）を通して基礎学力
の定着を図る。

②校内漢字検定を行
い，漢字の定着を図ると
ともに，国語科の授業や
家庭学習の中で国語辞
典を活用する機会を設
ける。

③書く活動を中心に，自
分の考えを適切に表現
させる場面を意図的に
設定する。

・単元末評価テストの結果，全国
平均以上の児童の割合
・標準学力検査の結果，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

・当該学年の漢字の習得率80％
以上かつ国語科単元末テストの
言語分野の得点率80％以上の児
童の割合

・各教科のEXテストの結果，全国
平均以上の児童の割合
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91% 130% 4 ・児童アンケートの結果を見ると，「自分には良いところがある」
という項目で肯定的評価をしている児童は９１％と高い。しかし
「自分の良さが周りに認められている」という項目では肯定的評
価は82％であった。自己肯定感の高まりは見られるものの，そ
れが周りに認められていないと感じている児童が18％いること
から，児童の良さを見つけ，肯定的に評価していく周囲の在り
方にやや課題が見られる。

・掲示板による先見活動を通して，児童が自分で考えようとする
意欲は高まっている。児童アンケートで「尐し難しい問題でも，
あきらめず努力する」と回答した児童は97％いる。児童相互の
対話をより充実させ，授業づくりを行っていく必要がある。

・けん玉検定の結果，９７％の児童が級を上げることができた。
けん玉を国際交流や地域との交流の場で披露するという目的
をもって取り組んだ。しかし，普段から練習を頑張る児童は一部
で，ほとんどの児童は，検定や行事が近づいてから練習を始め
ていた。

・児童が自主的・自律的に生活できるよう，委員会活動やクラブ
活動はもとより，各朝会についても，児童発で進行していくよう
計画する。
また，学校生活の中で常に「気づかせる」仕掛け，「考えさせる」
仕掛けを工夫し，実行への意欲を高めていく。
・児童が実行したことについては，ふりかえりや評価を丁寧に行
い，児童の自己肯定感や自己有用感を高めていく。
・児童の変容は積極的に地域・保護者に示し，家庭での児童の
自己肯定感も高めていく。

・児童相互が認め合い，高め合うことができるように，対話を大
切にした授業づくりを引き続き行う。

・突発的な行事だけでなく，運動会や学習発表会など，通常行
事の中にもけん玉を披露したり紹介したりする場を設け，児童
が目的意識をもってけん玉練習に取り組むことができるようにす
る。
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○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。

○レジリエンス
（あきらめず，
最後まで頑張
る力）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学校目標をもとに，毎
月の生活目標を設定
し，学級ごとに取組を工
夫し，その成果を朝会で
交流する。

⑥各自の目標や達成状
況を掲示し，けん玉検定
に向けての意欲付けを
行う。

・児童アンケートにおいて，「自分
にはよいところがあると思う」「自
分のよさが，まわりの人からみと
められていると思う」と答えた児童
の割合

○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。

・児童アンケートにおいて，「規則
正しく生活しようと努力している」
児童の割合

・児童アンケートにおいて，「家で
食事の手伝いや料理を一緒に
作っている」の自己評価で肯定的
評価をした児童の割合 （同時に自
分で作ることのできる料理数を調
べる。）

・本校重点項目について記録が向
上した児童の割合

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

学校経営目標  ふるさとに根ざし 未来を拓く教育の創造  ～自ら伸びる 共に育つ 筒賀小～ 

学校教育目標  笑顔生み出す児童の育成   ～感じる 考える 実行する～ 


