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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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・昨年度末2月の朝会で，『睡眠について知ろう』の保健指導を実
施した。また，3月の健康委員会で，『生活習慣テスト・妖怪判定』
というビデオ劇を実施した。今年度の児童アンケートでは，94%の
児童が規則正しい生活を意識していると答えた。
・生活実態調査の事前指導で『睡眠の大切さ』の保健朝会を実施
した。生活実態調査では，44％の児童が早寝早起きを自分の目
標にして取り組んだ。調査の結果，４％の児童の寝る時刻が遅
く，原因は長時間のパソコンやゲームで，週末には特に遅くなっ
ている。また，3日以上続く便秘の児童が14％いる。
・今年度，食育朝会で「非常食」や「ひろしま給食」を児童の目の
前で作っている。デモンストレーションしながら作り，その場で味を
確かめることにより，児童の料理に対する興味や関心が高まって
いると考える。作ることに興味があったり，好きな児童は，継続的
にできているが，家での手伝いなど，日常的に仕事が割り振られ
ていない児童は，これまで通り否定的な回答である。

・年度当初の目標値よりも高い結果であった。その為，目標値を
見直し，６５％から７５％に引き上げた。体育科の授業の中に能
力の向上に向けた運動を取り入れることで基礎的な運動能力の
向上を図った。また，運動コーナーを設けて友達と競い合いなが
ら空き時間に能力の向上を図ることができた。寒くなると運動する
機会が減尐することが課題である。

・就寝時刻が遅くなっている児童には，担任とともに個別指導を
継続していく。
・11月の健康朝会で「大便は大切なお便り」の保健指導を実施し
た。1月にはヤクルト出前授業を依頼し，「ウン知育教室」を実施
し，排便の大切さや排便しやすい環境づくりを学んだ後に2回目
の生活実態調査を実施する予定である。

・否定的な回答をする児童については，本人にする意志がない
のか，それとも機会がないのかを確認し，個別に対応していきた
い。また，3学期の食育朝会では，1校時も含めロングバージョン
で，デモンストレーションをする予定である。

・自分の伸びを知り，今後のやる気につなげるために，第2回体
力テストを企画する。
・マラソン大会やなわとび等，全校児童がそれぞれ進んで取り組
めるような環境を作り，体力が落ちないようにする。

平成30年度　学校評価表（中間）

目標 実践 評　価
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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 今回の
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目標に対
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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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・単元末評価テストについては年度当初の目標値設定よりも高い
中間結果であった。
・月一回の学力補充タイム「つつがの日」７時間目の時間を確実
に確保することができた。
・学級別に実施していたが，職員数を確保し，個の実態に応じた
指導を充実させていくことができにくいため，３～６年については
一か所に集めて同時に行うなどの工夫をした。一斉実施にしたこ
とで，上学年を中心に，穏やかな教え合いの雰囲気が生まれ，ま
た，学習意欲を高めることができた。
・児童は個人カルテをもとに前学年の学習内容の中で不十分な
単元を自分で把握し，取り組む内容を自主的に決めて学習するこ
とができていた。

・漢字の定着については「漢字山」カードなどを工夫し，児童が自
主的にかつ意欲的に取り組むことができるようにした。学年ごとに
テスト内容に違いがあったため，短期間で切り替え，安芸太田中
学校の漢字検定に準じた形で，すべての学年が既習学年・当該
学年の漢字の定着に取り組んでいる。これもカードに記録してい
くことで成果を実感しやすくした。

・既習事項を活用する問題について全学年で課題が見られた。

・当該学年における基礎的，基本的な内容については概ね理解
できているので，筒賀小授業の五カ条（①のめあてとまとめを意
識したノート指導の工夫②導入の工夫③発問の工夫④学びの
見通しを持たせる工夫⑤教師がしゃべり過ぎない）に準じた日々
の授業改善を行い，更なる定着を目指す。
・「つつがの日」の内容を標準学力テストに合わせ，当該学年の
内容を定着させていく。
・学習ノートコンテストを実施し，児童の学習意欲を高めていくと
ともに，教師が自身の板書をふりかえり，改善することができる
ようにしていく。

・漢字については引き続き，中学校の漢字検定に準じて実施し
ていく。カードに記録していくことで成果を実感しやすくする。

・学習内容を活用して問題解決が図れるように授業の中に応用
問題に取り組む場面を仕組むなど，改善していく。
・問題の中で何を問われているのか読み取れるように読書活動
を工夫し，推進していく。
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・年度当初の目標値設定よりも高い中間結果であった。そのた
め，目標値を７０％から８０％に引き上げた。全体的には，自己有
用感の高い児童が多い。尐人数なのでそれぞれが活躍できる場
面が多くあり，認められる否定的回答をしている児童は固定化し
ている傾向がある。

・この項目についても年度当初の設定目標値よりもはるかに高い
中間結果であった。そのため目標値を６５％から８０％に引き上げ
た。生活目標も児童会テーマをもとに，全員が達成することで目
標が変わるようになったので，全校で声をかけあいながら努力す
る様子が見られた。課題としては，否定的回答をしている児童の
固定化である。

・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していく。
低学年…学級内のグループ活動を充実させ，協力したり助け
合ったりする経験を大切にする。
中学年…様々な体験活動などでお互いに尊重し合いながら活動
すること，また日常生活でめあてや目標をもたせ，ふり返り，改
善するように指導する。
高学年…高学年としての役割や責任を果たしたり，リーダーシッ
プを発揮したりする活動を多様に設定するようにする。

・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，モデルを示したりすることを通して達成感や向
上心を持たせ，高めるようにする。
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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】⇒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%

○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

85%

85%

92%

89%

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～ 


