
最終（２月） 来年度に向けて
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⑥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。

⑦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す
る。

⑧本校重点項目（握力・
持久力・走力）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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・自分で目標を決めて「げんきなからだづくりてんけんカード」に取
り組んだ。努力していると答えた児童は９７％だったが，振り返っ
て目標を達成できた児童は５６％であった。7時以降に起床してい
る１４％の児童は朝の洗顔，歯みがきなどが出来ず，平日の夜11
時以降に睡眠している19％の児童は，テレビやゲームを3時間以
上しているという結果であった。また，１９％の児童が3日以上の
便秘傾向であった。生活習慣は個別の課題が大きいため，全体
指導と個別指導，家庭との連携が必要である。

・「あてはまる」と答えた児童の割合は50%と低いが，肯定的評価
をした児童は年間を通じて７～８割おり，食に関して児童や家庭
の関心はとても高い。今年度は，児童の目の前て料理の実演を
行い「作りたい！」という気持ちを高め，様々な教科や行事の中で
継続的に調理体験を重ねている。“作る”ことは好きで，調理技術
も向上しているが，家庭での実践につなげる取組が不十分であっ
た。

・第1回体力テストと比較して第2回に記録が伸びた児童の割合
は，６６％であった。第１回から第２回に向けて後期は，マラソン
大会やけん玉検定等に向けて，一人一人が目標を設定し取り組
んだ。普段は，学年の枠を超えて岩石園等を利用した遊びで体
力の向上が図られている。
・本校は，今年度体力優秀校に認定され，個人でも２名表彰を受
けた。

・「げんきなからだづくりてんけんカード」にひとこと添えて保護者
に返し，今後の生活習慣の改善につなげる。
・来年度の生活実態調査は項目を減らし，個別に焦点化して取
り組む。個別の項目にすることで，より改善に向け意識化できる
と考える。また，目標達成のための手立てを事前に考えて実施し
ていきたい。

・評価項目が児童の変容をみとれるものになっていなかった。
・保護者と一緒に食に関して自立した将来像を共有しながら，各
学年，また個々の目標を設定し，取組を継続していきたい。

・体力テストやマラソン大会等，体力の向上に関する行事の際に
は，今年度同様，目標を設定して取り組む。また，見える化する
ことで，常に目標を意識できるようにする。
・掲示することで現状を把握できるようにし，何をどのように頑張
るのかを具体的に書かせることで，一人一人の目標達成に向け
ての道筋を示していきたい。

○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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・肯定的評価をした児童は中間評価と変わらず９２％であった。全
体的には自己有用感は高いが，「よくあてはまる」と答えている児
童の割合をみると６１％である。さらに，自信を持って「自分には
よいところがある」「自分のよさが，まわりから認められている」と
答えられる児童を増やしていく必要がある。また，否定的評価をし
た児童は４名でそのうち２名は前回も否定的評価であった。

・中間評価とほぼ変わらず９０％の児童が肯定的回答であった。
校内掲示の工夫として，「筒賀っ子５・７・５」「けん玉級位表」「おす
すめの本紹介」「モデルノート」などを行い，児童は自分の努力の
成果を実感することができた。学力との相関関係をみると，否定
的回答をしている児童の中には学習面での課題をかかえる児童
が半数いる。

・引き続き，児童自身が自分の良いところを実感したり，周囲に
認められていると実感したりできるように，児童の活躍場面を意
図的に設定していく。児童の自治的活動の充実を図るため，特
別活動を効果的に活用していく。

・自分が努力したことの成果がわかるように校内掲示を行う，全
校で統一した取組を年間を通して行い，成長を実感させるなどの
工夫は来年度も引き続き行う。また，基礎学力の定着を図り，学
習への意欲も高めていく。
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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】⇒教務研
究部・健康安全
部

○自己有用感
を高める。

④児童自身が自分の良
いところを実感したり，
周囲に認められていると
実感したりできるように
活躍場面を意図的に設
定する。

⑤自分が努力したことの
成果が目に見えてわか
るように掲示環境を工夫
したり，モデルを示した
りして達成感や向上心
を持たせるようにする。

・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

・ｉ－ｃｈｅｃｋにおいて「充実感と向上
心」の2項目において肯定的回答を
している児童の割合

80%

80%

78%

80%

70%

74%

88%

59%

95%

117
%

84%

3

4

3

・単元末評価テストの結果，全国平均以上の児童の割合は７
９％，標準学力調査の結果，どちらかの基準を超えた割合は６
９％であった。単元末テストでは得点が取れているが，時間をお
いて行う標準学力テストでは，得点が取れない児童がいるという
傾向は変わっていない。

・漢字の習得率，言語分野の得点率８０％以上の児童の割合は，
中間評価と変わらず８８％であった。漢字検定や日々のドリル学
習，また国語辞典の活用など，児童の中でも学習方法がある程
度定着してきていること，筒賀の日（学力補充）の定期的実施と，
寺子屋方式などをとり入れた効果的運用が背景にあると考えら
れる。

・ＥＸテスト全国平均以上の児童の割合は５９％であった。全国平
均以上の児童の割合の目標値を７０％と定めたが，活用力の弱
さがあり，思うように伸びてきていない。最後まであきらめずに
チャレンジしようとする態度は身についたものの，問題の情報を
的確に読み解くことができていないと考えられる。

・引き続き，個人カルテをもとに自分の課題を克服するために自
主学習や，筒賀の日の学力補充に取り組むことで，基礎学力を
高めていく。また，個の学力差が大きくなりつつあるので，個に
応じた学力指導の工夫を行っていく。自学や家庭学習において
個人カルテの情報を提供するなど，家庭の協力を得る。

・基礎的な学力は概ね身についていると言える。児童がより主体
的で意欲的に学力向上に取り組むことができるように漢字検定
やドリル学習，自学などの成果を視覚化するなどして，やり方を
工夫していく。学習ノートコンテストやその結果の掲示などは引き
続き行っていく。

・「読み解く」力に課題が見られるので，来年度は「読み解く」を
キーワードに据えて授業改善を行っていく。また，文字情報から
必要な情報を抜き取ったり，思考の根拠にしたりする力をつける
ために読書活動の充実を図り，短時間に多く読み，多くの情報を
得る学習を積み重ねていくことで的確に問題の題意を読み解く
力を高めていく。
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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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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30年度　学校評価表（最終）

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～ 


