
中間（10月） 中間以降（10月～）
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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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・生活実態調査期間に個人目標を設定して取り組んだ。20人が
「早寝・早起き」,12人が「朝晩の歯みがき」,12人が「排便」を目標
にしていた。（複数有り）調査期間中の1週間は，特に低学年では
家庭の協力もあり，目標にむけて努力している姿が見られた。し
かし，個別に見みると週末の就寝時刻が11時すぎている，便秘が
4日以上続く，など生活習慣の改善が必要な児童がいる。

・肯定的回答をしている児童の85％が「よくあてはまる」と回答し
ており，全体の半数を占めている。家族の一員として，食事の手
伝いをするのが当たり前で，日常化していてるのではと考えられ
る。29％の児童が否定的回答をしている。自分から積極的に手
伝いはしないが，頼まれたらしている児童と家族の人が全て整え
てくれるので，手伝う必要のない児童がいると考えられる。

・握力・持久力については120％の割合で目標値を上回った。継
続した取組を続けることで更なる記録の更新が期待できる数値で
ある。しかし，本年度は50ｍ走について昨年度の県平均記録を上
回る学年が半分のみだった。したがって短距離走について記録
向上に向けての取り組みを行っていく

・生活習慣の大切さを理解した上で，自分の生活を振り返り，よ
りよい自分を形成していくために何ができるのか，何を目標にす
るのか自分で決めることが大切であると考える。自らの課題と個
人目標が異なる児童もいるため，課題を把握し，改善のための
自己決定，実践を支援していく。また保健指導では，生活習慣の
各項目がなぜ大切なのか，自分の健康とどう関わるのかなどの
情報提供を行う。

1学期から取り組んでいるように，給食当番や調理実習などで，
しっかり“自分で出来る力”を身につけさせていく。そして，その内
容や意図を通信等で伝え，保護者に協力していただきながら，
家庭が実践の場となるよう取組んでいく。

・短距離走(50ｍ走)の記録を向上させるために鬼ごっこ遊びを取
り入れたり，瞬発力を高めるように体育の授業改善を行ったりし
ながら力をつけ，年度末に一度記録をとるようにする。

○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「あてはまる」と
答えた児童の割合 （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
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・児童アンケートの結果を見ると，どちらの項目についても肯定的
評価をしている児童は９１％と高い。しかし肯定的回答の中でも
「よくあてはまる」と答えた児童は，それぞれ６５％，４１％となって
いる。「ややあてはまる」という回答をしている児童を引き上げるこ
とと，否定的な回答をしている児童への個別の対応が課題であ
る。

・生活面においては高学年が学校内のリーダーとして，学校目標
の達成のために児童会活動を自主的に運営している。毎月の生
活目標も，各学級からの課題意識をもとに決定することで，全員
が意識統一して取り組むことができるようになった。また，学習に
おいては，全校で「対話を通して学びを深める児童の育成」をめ
ざし，児童同士の対話を大切にした授業を行ってきた。

・けん玉検定の賞状を掲示することで，自分の現在の状況を確認
することができ，検定にむけての意欲付けができた。

・アンケートの回答内容をもとに，個別の聞き取りを行い児童の
思いを聞く。特に否定的な回答をしている児童については固定
化しているので，家庭とも連携をしながら，自己肯定感があがる
ように支援していく。また，引き続き学校生活の中で児童の活躍
の場面を見逃さないようにしながら全校で肯定的評価を行ってい
く。

　
・児童の思いを大切にし，自治的な生活が送れるように引き続き
児童会を中心にして生活目標の取組を行う。また，「ありがとうの
木」を効果的に活用し，児童相互の認め合いが全校に広がるよ
うにしていく。

・けん玉検定に向けての練習時間を朝の会や帰りの会等で確保
し，意欲を持続させていく。
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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

65%

78%

80%

65%

78
%

83
%

65
%

105
%

111
%

109
%

4

4

4

・個人カルテをもとに，個別の補充計画を立てた。その補充計画
をもとに昨年度から継続して取り組んでいる月に２回の「つつがの
日」において，東京書籍データベース等の問題集に取り組んだ。
また，家庭学習においても繰り返しプリント学習等に取り組ませ，
補充の学習を行ったことで単元末評価テストで全国平均点を取る
児童の割合は昨年度年度末の76％を上回ることができた。

・日々の家庭学習において丁寧に漢字練習をしたり，校内漢字検
定に合格するために繰り返し学習したりすることで，確実に漢字
の力を身に付けることができた。語彙力については，授業等で辞
書を活用し意味調べをしたことで徐々に力がついてきていると考
えられる。しかし，辞書の活用については，日常生活において自
主的にひくという段階には至っていない。

・算数の授業の中で自分の考えを説明する機会を多く取り入れ，
児童は簡潔に順序立てて説明することには慣れてきている。しか
し，考え方を問う応用的な問題では問われていることに適切に答
えることができていない実態がある。

・引き続き，何を，いつ，どのように目標を持たせて取り組むのか
など，学力向上ＰＤＣＡサイクルを意識した取組を展開していく。
また月に２回の補充指導だけでは不十分な点もあるため，ぐん
ぐんタイムを活用し，個人カルテをもとに自分の弱点を把握し，
自ら克服できるような学習への意欲と姿勢を身に付けさせてい
く。また，基礎基本の結果を受けての指導方法の改善計画に基
づいた全校での共通した取組を行っていく。

・子供達に辞書を引く習慣を身に付けさせるために，家庭学習の
中に意味調べを位置づけ，辞書をひけば分かることが増えると
いううことを感じさせていく。校内漢字検定にも引き続き取り組
み，当該学年の漢字の学習だけでなく，前学年までに学習した
漢字についても確実に書くことができるように指導していく。

・算数以外の教科の中でも，自分の考えを書く活動をしっかりと
取り入れ，書くことに慣れさせる。また，授業の「めあて」「まとめ」
「ふりかえり」を学年に応じて自分達で考えて書くよう，全校で共
通した取り組みを行う。
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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

75%

75%

60%

今回
の

達成
割合

目標に
対する
割合

評価 成果と課題の分析 改善の方向性
中間 最終

平成29年度　学校評価表（中間）

目標 実践 評　価

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

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～ 


