
３月 特別号（学校評価）

評価 達成状況（成果○・課題●） 評価 意見・要望・支援策等
学習規律を徹底
し、基礎・基本事
項を定着させる。

・学習規律の徹底。
・宿題・家庭学習の確かな見届けと指導
・学びタイムの充実による、計算力、漢字
力、言葉力の向上
・すぎにンピックの実施
・音読の基本を確認し、共通指導
・補充が必要な児童に対する指導
・国語辞典の日常的活用
・読書量を増やし、学習の基礎となる「読
む力」をつける

・すぎにンピックの結果
の伸び

・宿題の提出率

・家庭学習の定着、家庭
への発信啓発状況

・読書量

A

魅力ある授業の実
践と学力向上

・問題解決型の授業実践
・言語活動の充実
・個に応じた支援の工夫
・系統性のあるノート指導
・分かりやすい板書の工夫
・明確な指示、的確な発問
・学習形態の工夫
・研究授業・公開授業の充実

・子どもの学び合う姿の
状況
・授業研究の実践状況。
・オープン授業の実践状
況。
・学力の数値データー
・児童・保護者・教師ア
ンケートの結果

B

相手を尊重し、い
つでも、どこでも
進んであいさつが
できる児童を育て
る。

・「あじさい　あいさつ」の実践
・あいさつボランティアを募る
・よいあいさつの賞賛
・大人が手本を見せて
・会釈の指導

・児童、保護者、教師ア
ンケートの結果。
・児童への指導の実践状
況。 B

伝え合う活動を重
視し、互いに認め
合い、高め合える
学級集団をつく
る。

・互いのよさを認め合う活動
・「伝え合う活動」を重視した道徳授業の
実践により道徳的実践力を養う。
・他教科、領域、総合と関連づけた道徳指
導
・教育相談的手法を取り入れた授業実践
・掲示物による啓発

・道徳授業の実践状況
・児童・保護者・教師ア
ンケート結果
・グループエンカウン
ターの実践状況

B

規則正しい生活習
慣を保護者と協力
して身につけさせ
る。

・早寝、早起き、朝ご飯の確かな実践
・放課後の過ごし方の指導
・楽しい食育授業の実践
・日々の給食指導の充実
・家庭への啓発、協力依頼

・朝ごはん、早起き・早
寝等生活アンケート結果
・食育の実施状況
・給食の残量状況
・栄養教諭とのＴＴ
・各種たより

B

体育授業の充実、
運動の生活化を図
る。

・集団行動の共通指導
・心拍数の上がる運動の共通実践
・朝マラソンの実施
・各種カードの工夫
・チャレンジタイムの計画・実践
・遊具・運動用具の活用
・家庭への啓発

・運動能力テストの結果
・なわとび、逆上がり、
持久走、水泳等の自己記
録更新率
・児童アンケート

A

学
校
独
自

家庭
地域
との
連携

家庭・地域と連携
した教育の実践

・教育方針、学校経営重点の理解促進
・教育相談日の設定
・保護者との積極的面談
・学校教育の情報提供
・ＰＴＡ懇談会の充実
・学校応援団と連携した教育活動の充実

・保護者説明会の実施状
況
・教育相談日の活用状況
・ＨＰの更新率向上
・保護者アンケート

B B

○年度当初、パワーポイントを用いて学校経営説明会を実施できた。
○各学級、毎週の週予定表に学級の様子や児童の情報を掲載し、保護者にお
知らせすることができた。
○毎月の学校だより、毎週のホームページの記事更新、校長室からの情報提
供（パンダひろば9号）など、様々な形で情報提供を行う努力をした。
○「読み聞かせ」「環境整備」「安全」「授業補助」など様々な形で学校応
援団の皆様、保護者の皆様にご協力ただき、教育活動を充実させることがで
きた。
○個別の面談については、できる限り管理職も同席して、学校全体で考える
ことができた。
●授業参観後の懇談会への出席者が減少しており、工夫が必要である。

□懇談会の持ち方については、PTA
役員の方々と協議するなど、参加し
たい懇談会の形を工夫しなければな
らない。

□学校応援団やボランティアの活用
方法をさらに探っていきたい。

□家庭学習について、事例を紹介す
る等の情報提供をさらに重ねてい
く。

B

○地域への情報提供が進んでいると思う。
●保護者が参加したい懇談会の形の工夫を
続けていただきたい。
●保護者の学校への関心をもっと持っても
らいたい。（学校応援団も同じ）

杉戸町立杉戸第二小学校　　平成２６年度　　学校評価（学校自己評価・学校関係者評価）
評価
項目

目標 具体的取組
指標

（指標ごとの評価）
自己評価 改善策 学校関係者評価

□あいさつについては、今後も日本
一を目指し、様々な策を考え実践
し、「あいさつすることで気持ちが
よい感覚」を育てていく。

□やわらかい、あたたかな言葉がつ
かえるよう、各学級で教師が手本を
示し、児童とともに、考え実践して
いく。

□道徳の授業を核として、実践力を
高める指導法を工夫していく。

B

○着実に進歩していると思う。ボラ
ンティアの活動をこれからも様々に
整えていくことで育つことも多いの
ではないか。
○あいさつは、コミュニケーション
の第一歩だと思うので、「あじさ
い、あいさつ」の実践は素晴らしい
と思う。
●あいさつをして気持ちがよい感覚
を育てていくことは大切だと思う。
●通学班長さんに、リーダーとして
の自覚を持てるような指導をしてほ
しい。

確
か
な
学
力

B

○予鈴を聞いて教室に戻り、チャイム着席は全員ができるようになった。
○朝会や集会、チャレンジタイムなど、全校児童が集まる場での正しい姿勢
の児童が増え、開始時間も守られるようになった。
○全体として、話を聞く態度が大変よくなった。また、聞く力も、少しずつ
身についてきている。
○１０月から家庭学習の取組を全児童一斉にスタートしたことで、宿題はも
ちろん、自主学習もすすんで取り組む児童が増えた。
○学びタイム、すぎにンピックの取組により、漢字の力、計算力は向上し
た。
○どの学級でも、１時間のめあて、課題を確認しての授業が行われるように
なり、展開においても、児童一人一人が考え、学び合う活動、協働的な学習
が取り入れられるようになった。
○計画的に授業研究が行われ、教師が指導力向上を目指し、指示、板書、学
習形態などについて学び合うことができた。
●学力の個人差が大きく、個別指導、習熟度別少人数指導もとりいれている
が、補充指導の時間の確保が難しい。
●家庭学習の習慣が、全員身についているとはいえない。
●学習中の正しい姿勢は、なかなか身につかない児童が多い。

□家庭学習の習慣は、家庭との協力
が不可欠だが、様々な形で保護者に
お願いをしていく。
　また、自主学習の方法について、
友だちのノートを紹介しながら、内
容も充実するよう指導を重ねる。

□正しい姿勢は、学習の基本である
ので、机の高さも確認しながら、継
続して指導していく。

□学力の定着については、「わかっ
た」「できた」を実感する授業の実
現に、引き続き努力するとともに、
補充指導についても、時間を捻出す
る努力をしていく。

B

○学習規律づくりが、着実に進んで
いる様子が見える。学校全体がよい
方向に向かっていると感じる。
○先生方の話を聞く態度がしっかり
して落ち着きを感じた。
○各クラスで授業内容にいろいろな
工夫がされている。とてもいきいき
と授業を受けている姿を拝見できて
とても素晴らしい。
○教科書の学習だけではなく、個々
の学習のめあてや日記など、各教室
に掲げられていて素晴らしいと思い
ました。魅力ある授業は学習意欲を
促すと思うので、今後も工夫を続け
ていっていただきたい。
●家庭学習のチェックについて、家
庭との連携ができるよう検討してい
ただきたい。

　「杉戸町学校評価システム」に基づき、２６年度の教育活動について目標を絞った形での学校評価を実施し
ました。手順は、はじめに職員による自己評価を行い、その結果と改善策を学校評価委員さんに示して、自己
評価に対する評価とご意見をいただきました。下記の表はそれらをまとめたものですのでご覧ください。裏面
には、学校自己評価の基礎となる「教育活動アンケート」の結果を掲載させていただきました。これら学校評
価を踏まえ、来年度の教育課程の編成をしたり、指導に生かしたりして参ります。

健
や
か
な
体

B

○栄養教諭とのTTによる食育の授業を各学年で実践することができ、子ども
たちの食生活への関心が高まり、完食をする児童も増えて、残菜が全体に減
少した。
○給食時の栄養教諭によるミニ指導が、児童の食べる意識を高めた。
○給食ウォッチを作り全体で指導したことで給食時間の流れが身についた。
○朝マラソンの取組で、成果が目に見える形で表れた。
○体育の授業の中で、めあてを持つ、学習カードの活用、学び合いなど、基
本的な指導を広めることができた。
●朝ごはんをあまり、または全然食べない児童９％、夜１１時過ぎに寝る高
学年児童１０％、登校３０分前の起床２０％の児童については、家庭の事情
もあるが、継続した本人への指導と家庭への働きかけが必要である。
●朝マラソン時、力を抜いて走る児童などの対応を考えるべき。

□基本的な生活習慣の指導について
は、家庭の事情により指導の限界は
あるが、諦めず働きかけていく。

□継続して、しっかり走ることの効
果などをしっかり指導し、基礎体力
を高めていく。

□遊びながら運動できる用具を増や
したり、遊び方を紹介したりしてい
く。

B

○栄養教諭との食育の指導は、成果が上がって

いると思う。今後も有効な活用をしていってほ

しい。

○朝マラソンは、まじめにやる、適当にやる子

がいるかも知れないが、外に出て運動をするの

は、とても良いことだと思うので、ぜひ続けて

いただきたい。

●体力の向上については、さらにめあてを持っ

て取り組めるようにしていってほしい。体幹を

鍛えることで、姿勢をよくすることもできると

思う。

●残菜量について、町内小学校順位を発表して

やる気を促してはどうか。

●朝マラソンの時、６年生がよい手本になるよ

うにするとよい。ＢＧＭを児童の興味関心に合

わせて変化をつけてみるのもよいのでは。

豊
か
な
心

B

○校内では、気持ちのよいあいさつができるようになった児童が増えた。
○「朝のあいさつボランティア」の児童が、さわやかに「おはようございま
す」の呼びかけができた。
○職員室、特別教室等の入室の際、しっかりあいさつのできる児童が増え
た。
○友だちのよさやがんばりを認められる児童が増えた。
○学校行事や教科指導と道徳指導を関連させ、「自分を高める」実践力が全
体に高まった。
●通学路で、立哨の保護者の方や、お世話になっている方々へのしっかりし
たあいさつができる児童がまだ少ない。
●あいさつと同時に礼のできる児童も増やしたい。
●あまりにも不適切な言葉遣いの児童は減少したが、適した言葉を使える児
童はまだ少ない。
●会釈の指導をしても、できない児童が多い。



1
わたし(保護者：うちの子、教員：子どもたち）は、
学校で楽しく過ごしている。 98 100 96 93 86 90 94 97 100%

2 わたしは、授業が楽しい。 95 98 88 79 62 78 83 89 82%

3 わたしは、授業の内容がよく分かる。 81 91 84 84 75 84 83 95 88%

4 わたしは、ピン・ピタ・グーの姿勢がしっかりできている。 83 79 53 72 40 58 64 59 59%

5 わたしは、授業中しっかり話を聞き、よく考えている。 95 90 84 77 65 81 82 77 88%

6 わたしは、進んで発表したり、意見を述べたりしている。 78 83 71 54 51 40 63 55 65%

7 わたしは、授業中ノートをしっかり書いている。 93 93 88 88 78 88 88 79 94%

8
わたしは、家庭学習（宿題や自主学習）をしっかり
やっている。 92 99 94 90 77 79 88 82 94%

9 わたしは、ていねいなことばで話ができる。 95 94 79 68 52 76 77 79 82%

10 わたしは、あいさつがしっかりできる。 97 86 91 73 74 82 84 77 71%

11 わたしは、友だちの互いのよさを認めあっている。 93 91 90 84 85 88 88 92 88%

12
わたしは、早寝・早起きをして、朝ごはんをしっかり
たべている。 97 95 87 95 78 87 90 80 94%

13
わたしは、体育の時間、いっしょうけんめい運動し
ている。 98 99 99 93 88 91 94 86 100%

14 わたしは、休み時間、校庭でよくあそんでいる。 97 94 81 92 78 30 79 80 94%

15
先生（教員：私）は、
授業を分かりやすく教えてくれる（教員：いる）。 98 100 96 96 86 82 93 97 94%

16 先生は、努力したことを認めてくれる。 97 98 97 93 77 81 90 95 100%

17 先生は、子どもたちの話や意見をよく聞いてくれる。 93 100 99 98 74 84 91 96 100%

18 先生は、間違った行動をしたときは、厳しくしかってくれる。 97 100 99 100 94 84 95 97 100%

19
杉戸第二小学校は、教育の方針や経営の重点を
保護者によく説明している。 91 100%

20
杉戸第二小学校は、教育活動の状況を積極的に
保護者に伝えている。 92 100%

21
杉戸第二小学校は、保護者や地域の方とよく連携
して教育を行っている。 91 94%

22 杉戸第二小学校は、自慢のできるよい学校だ。 97 90 90 85 71 70 84 90 88%

① 学校教育を支える上で、家庭教育は大切である。 　 　 99

②
学校が保護者に出す文書や学校だよりは、よく読
んでいる。 97

③
学級担任が毎週配布する週予定は、よく目を通し
ている。 96

④ 授業参観・懇談会・ＰＴＡ活動によく参加している。 84

保護者 教員

〇子どもたちの学校生活は概ね充実していると言えます。（Ｎｏ．１・１５・１６・１７・１８）
△「正しい姿勢」、「意欲的な発表」、「元気なあいさつ」の指導については、今後も重点課題として取り組みます。（Ｎｏ．４・６・１０）
△高学年児童において外遊びの達成率が低いのは、委員会の常時活動や鼓笛練習等によるものと推測されます。（Ｎｏ．１４）
△全ての児童や保護者が杉戸第二小を誇りに思えるよう、教育活動をさらに充実させ、学びの楽しさを実感できるようにします。

平成２６年度　第２回「学校・生活アンケート」結果
A（そう思う）B（どちらかといえばそう思う）の合計（％）

№ 項目
児童
１年

児童
２年

児童
３年

児童
４年

児童
５年

児童
６年

児童
全体平均



種
別

成
・
課

内　　　　　　　　容
1　学習に関すること　　２　生活に関すること　　３　行事に関すること　　４　教員に関すること　　５　その他

〇･･･成果　　　　　△･･･課題

1 〇 児童にていねいに分かりやすい教育ができている。

1 〇
自主学習を楽しんで取り組んでおり、このような習慣がつくのはとてもよい。やり終えると達成感を得て満足げにしているの
で、六年間続けてほしい。

1 〇読書カードや読書まつりなど、本を読むことに力をいれているのがよい。子どもが本の楽しさに気づき、自ら本を読むように

1 〇
自主学習の導入により、子どもの学習意欲が向上した。先生もていねいに見てくれるので、親としてもきちんと見届けなけれ
ばという意識も高まった。

1 〇音読や九九を校長先生の前でテストすることはよいと思う。

1 〇
まず、確かな学力を身につけさせることが、児童が相互に高め合い、豊かな心を育む基礎になると思う。児童だれもが意欲を
持って、学校生活を送れるよう、現在の取組をさらに充実されるよう望んでいる。

1 〇先生の授業が分かりやすく子どもたちが集中していると感じた。子どもたちも分かりやすいと言っている。
1 〇毎日楽しく学校生活を送っているようで安心している。学習に力を入れた一年だったと思うが運動面にも力を入れていただき
1 〇〇つけを通して、子どもが今学んでいることを知ることができ、子どもの学習状況を把握できる。
1 △伝統的な行事や多くの経験をさせる主旨からして、冬休みの宿題（家庭学習）は多すぎる。
1 △学習が学校だけで足らないなら土曜日も行かせるべきだと思う。

1 △
勉強だけでなく、家でしかできないことを宿題にしたらいいと思う。親子で夕飯作りをしたレポートや家族のよいところをノート
に書かせたりするなど、家でしかできないことを宿題にすると親子のコミュニケーションもとれる。

1 △
家庭の勉強も大切だが、子どもの宿題＝親の宿題という感じで、毎日負担。音読カードや〇つけくらいならよいが、自主勉強
やらプリントの〇つけまではどうなのかなと思う部分がある。宿題量も調整してほしい。

1 △
宿題を減らしてほしい。学校から疲れて帰ってくるが、宿題が多いため、休むことなくやらせなくてはいけない。学校がいやに
なってしまわないか心配。毎日の繰り返しは大事だと思うが、子どもがあきないように改善してほしい。

2 〇 あいさつ運動で大きな声であいさつしてくれたり、きちんと顔を見て言える様子はよかった。
2 〇子どもたちが安心して学校生活が送れる環境にあると思う。
2 〇相手を思いやり、協力する心を育てること、正しい行動ができるよう指導していきたい。
2 〇 よく子どもたちをみていただいているのがわかり、すばらしい。
2 △ あいさつの重要性を認識させる教育を継続してほしい。
2 △ キャラクターの文具が禁止されているのは、今どき厳しすぎる。
2 △立哨当番で感じるが、あいさつをしない子もまだいるので、元気よくあいさつを返してくれるようになったらよいと思う。

2 △
校歌を歌うときも、まず高学年が下級生の見本になり、低学年も見習って、全体的に明るく元気な雰囲気の学校になってもら
いたい。

2 △給食時間にだまって食べるという意味が分からない。食事は楽しくなければいけないと思う。

2 △
すべてのことにおいて、規則化してしまっては子どもが窮屈なのではないか。給食に関しては見直してもらいたい。時間内に
食べられないのであればどうしたらよいのか、自分たちで考えればよい。

2 △
登校時のあいさつがもっと元気になったらよいと思う。高学年は大きな声であいさつをしてくれる子が多くなってきたが、低・中
学年の子はまだまだと思う。

2 △
キャラクターの学習用具が禁止になったが、そこまでしなくてもよいと思う。好きなものを使えば気持ちも変わるし意欲も湧く気
がする。

3 〇
感謝の会では、見学している児童や先生の姿、発表した児童の姿がとても立派だった。先生方が細かく見てくださっているこ
とを感じた。

3 〇 たこあげ集会やなかよし集会など、いろいろな学年の子が集まって一つのテーマを共有できる点がとても貴重な経験となる。
3 〇教育相談日の設定があることにより、先生とお話ができる機会が増えてとてもよい。

3 〇
音楽会でクラスごとに発表になったのは見応えがあってよい。クラスの団結力も強くなったのではないか。先生方のハンドベ
ル演奏もよかった。できるなら最後に全員で流行の曲を歌うのも楽しいかと思う。

3 △学校の行事などは土・日に行ってほしい。
4 〇第二小の先生方は、とても熱心に指導してくださっている。個性を活かし、のびのびと学校生活を送り、立派に進級してほし

5 〇
家庭との連携としての多くの情報提供は子育てにおいてとても助かり、非常にありがたいが、「〇〇だより」の種類が多く情報
の整理に苦労することがある。

5 〇困ったことや相談したいことなど、子どもや保護者の気持ちになって対処してくださる学校の対応が心強い。
5 △ アンケートは無記名にすべき。
5 △学校での子どもの様子は、家族は授業参観等、少ない中でしか見られないので、本人と話して評価をするのはどうか。
5 △ トイレをきれいにしてほしい。
5 △校庭が広く植木が多いので、除草や消毒など、定期的に行ってほしい。

5 △
担任の先生と話せる機会が家庭訪問しかないので、２学期末や３学期末など、学校での二者面談があるとよいと思う。家庭
訪問を学校での二者面談に変えてもよいかと思う。

5 △下校時間が予定より遅くなることがあるので、そろえてほしい。
5 △家庭では今まで以上にコミュニケーションをとっていこうと思う。
5 △学校での態度が家庭教育の影響を受けているところがあると思うので、もっとしっかり教育をしなければと思う。
5 △学校と保護者の考えに隔たりがある。

平成２６年度　学校・生活アンケート【保護者記述】

＊お寄せいただいたご意見を５つのカテゴリに分類し、ご意見の多かったものを整理して掲載しています。特に、宿題や家庭学習に
ついてのご意見が多く寄せられました。内容や量については、学年の発達段階に合わせて調整を図り、学習習慣の定着、総合的
な学力の向上に繋げて参ります。また、ここに掲載できなかったご意見も参考にし、次年度の教育活動の充実に向けて取り組みま
す。たくさんの声をお寄せいただき、心より感謝申し上げます。


