
評価 達成状況（成果・課題） 評価 意見・要望・支援策等

教室を学びの空間として整
え、「読む」「書く」「話
す」「聞く」「計算する」
等、学習の基礎事項を、日
常指導の中で確実に身につ
けさせる。

・学習規律の徹底
・安心して学べる学習集団・学習環境づく
り
・発達段階にそった言語能力の育成
・漢字力・計算力の向上
・少人数指導・ＴＴ指導の充実
・音読指導
・補充指導
・異学年の学び合い
・家庭学習の指導と見届け

・漢字、計算チャレンジテスト
の伸び
・各種学力、学習調査の伸び
・家庭への啓発状況アンケート
の結果
・子どもの学び合う姿の状況
・補充指導の実施回数

Ａ

授業力を向上させ、学び
の質を高める校内研修を
推進し、
児童にとって「魅力ある
授業」を実現する。

本校の学習スタイルを基本とした「学び合
い、聴き合い、深め合う」児童主体の授業
実践
言語活動の充実
研究主題に迫る個人研究
個に応じた支援の工夫
ステップアップ授業の公開
研究授業・研究協議の充実
「学びの道」の発行と内容の充実・保護者
への情報提供

・授業の際の子どもの姿
・授業研究の実践状況
・学力の数値データ
・児童アンケート
・保護者アンケート
・職員アンケート
・職員自己評価シート

Ａ

すすんであいさつ、適切
な言葉遣い、礼儀正しい
行動が自然にできる児童
を育てる。

・「あいさつ」をどこでもだれにでもすす
められるようにする。
・礼儀正しい言葉づかいや行動の共通理解
と指導
・家庭と連携して礼儀正しい児童の育成
・語尾まで明確に話すこと、最後までしっ
かり聴くことの日常指導
・多様な人と出会う機会を数多く持つ
・縦割り活動の推進
・無言清掃の推進

・児童アンケート
・保護者アンケート
・職員アンケート
・児童の観察（実施状況）
・実際の子どもの活動の姿

Ｂ

思いや考え、行動を伝え
合うことにより、互いを
認め合い、高め合える学
級集団をつくる。

・「やさしさいっぱい賞」を制定し、やさ
しさを認め合う雰囲気を醸成する。
・互いのよさを認め合う教室環境。
・「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
・読書を通して「心豊かな児童の育成」
・家庭との協力指導
・「ありがとう」の思いを伝える活動
・やさしさいっぱい賞への取り組み

・児童の姿
・道徳の時間の授業の様子
・読書活動への取り組み状況
（読書の木）
・道徳的アンケートの状況

Ａ

規則正しい生活習慣を保
護者と協力して身に付け
させる。

・早ね、早起き、朝ごはんの確かな実践
・放課後・休日の過ごし方指導
・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（家庭教育宣
言）

・「朝ごはん、うんち調べ」の
実施
・生活アンケートの実施
・家庭教育宣言実施状況アン
ケートの実施

Ａ

体育授業の充実、運動の
生活化を図ることによ
り、進んで運動する児童
を育てる。

・めあてを持って一人一人を伸ばす体育授
業の充実
・朝マラソンの実践
・各種がんばりカードの工夫
・業前体育の計画・実践
・運動能力の弱点克服
・外遊びの奨励による運動を楽しむ児童の
育成
・児童とともに行う校庭整備

・新体力テストの伸び
・児童個々の持久力、泳力等の
伸び
・児童アンケート

Ｂ

学校・家庭相互の役割を
確認し、協力して子ども
たちを伸ばしていく

・教育方針・重点の理解促進
・「家庭教育宣言」の推進
・教育相談日の設定
・学校教育の情報提供
・ＰＴＡ懇談会の充実

・懇談会の実施状況（出席数、
内容）
・「家庭教育宣言」活用状況ア
ンケート
・教育相談日の活用状況
・保護者アンケート

Ａ

〇授業を参観をすると、子どもたちがよく
学んで、それが学習状況調査等結果に結び
ついている。
〇家庭学習についてよくなされている。予
定表にも記述できるなど工夫されている。
今後も計画的に続けてほしい。
〇読書は学習の基礎となるので、バザーの
収益金を有効に活用して、学級文庫の本を
買い増していただいて良かった。図書ボラ
ンティアの方に選定をお願いし、中古の本
を購入するのは、よい本を冊数多くそろえ
られてよいと思う。
〇学習の習慣をつけながら幼・小・中　の
接続を図っていただきたい。

Ａ

〇あいさつについては、校内ではとてもよくで
きているが、校外ではなかなかできないと聞
く。その一方で地域の人からいつも挨拶をして
もらってうれしいとの声も聞く。このような世
の中なので皆にあいさつをするのは難しいこと
もあるが、あいさつが広がっていくことを望み
ます。
〇言葉遣いが良くなってきた。大人も友達感覚
ではなく、接し方を考えていきたい。
〇登下校のあいさつが良くなってきた。スクー
ルガードさんに対しても、あいさつや態度で礼
儀正しさが伝わるようになってきた。学校は自
らに少し厳しい評価をしているが、「やさしさ
いっぱい賞」などよくやっている。子どもたち
も気持ち穏やかに過ごしているのがよくわかる
ので評価はＡでよいと考える。

Ｂ

〇子ども達が毎日楽しく朝マラソンや、縄
跳びに取り組んでいると聞いている。体力
については伸びてきているがまだまだ伸び
る要素がある。
〇持久走大会の立哨は、地域の方の中に声
をか　けてくれれば協力するといっている
方もいるので、安全のためにお願いしてよ
いと思う。この件は再度伝えておく
〇投力が課題。柔らかいボールなどで恐怖
心を取り除き、投げる経験を増やしている
ようだが継続してほしい
〇給食についてもよく取り組んでくれてい
るので継続してほしい。

Ａ

Ａ

〇「家庭教育宣言」の取組は、よいことだと思う。
継続して取り組んでいってほしい。また、他校との
情報交換も進めてほしい。
〇教育相談日の設定は、保護者が先生に気軽に相談
できる機会が増えたということでよい取組であると
思う。
〇来年度、教職員の人事異動があって学校のスタッ
フが入れ替わっても、今までと同じように子どもた
ちを伸ばしていっていただきたい。

 □学校の中でできている適切な
言葉遣い、あいさつ、靴そろえ
などが、学校の外や家庭でもで
きる児童を育てるため、家庭・
地域との協力を一層図ってい
く。
□授業の中で、ペア、グルー
プ、全体で「話す・聞く」活動
をこれからも数多く取り入れて
いく。
□道徳の授業について、積極的
に保護者に伝え、親子で考える
機会を増やしていく。

Ｂ

○栄養教諭とのティームティーチング、完食週
間（完食賞）の実施で、食を大切にする児童が
増えている。○全学年、農業体験をし、育て
る、収穫、調理を通して食への意識を向上させ
ることができた。○マラソンカードを全児童
分、廊下に掲示することにより朝マラソンへの
意欲化が図られている。また朝マラソンだけで
なく、縄跳びも推奨し体力の全体的な底上げを
進めている。○走力向上に向け、全学級授業に
全力走を取り入れた。○投力については、タオ
ルボールを練習に取り入れたことにより、低学
年でボールを投げる型が身についてきた。●
ゲームを毎日やっている児童が増え、子どもの
生活に影響を及ぼしている。保護者と連携した
対策が必要。●しっかり食べる指導について
は、家庭の協力が必要。

□食の指導は家庭が基本である
が、食と運動が成長と密接な関
係があることを保護者にも伝え
続けながら、協力して好き嫌い
を無くしていく。□朝、多くの
児童が素早く外に出るように
なったので、手軽に遊べる用具
を紹介し、運動する楽しさを体
感させていく。□本校児童の課
題を教師間で共有し、弱点を高
めていく教材・教具、指導法の
改善などについて考えたことを
共通実践していく。

 □「家庭教育宣言」について、
児童も保護者も、意識を継続さ
せ家庭教育力が向上するよう、
PTAと連携して様々な取組を実施
していく。□懇談会の充実につ
いては、PTA執行部と相談し、
テーマを決めた話し合い等が実
践できるようにしていく。

○やさしさいっぱい賞によって友達のや
さしいところ、頑張るところを認め合
い、自尊感情も高まりつつある。○校内
でのあいさつは、しっかりできる。○言
葉遣い、礼儀正しい行動、靴をそろえる
など基本的な行動がしっかりできるよう
になってきている。○職員室に、しっか
り要件を言って入ってくる児童が増えて
いる。○各学級、集団としてのまとまり
がしっかりできている。○各学年、返り
の会で、「ほめ言葉のシャワー」「MVP]
「にこにこさん」が定着し、お互いのよ
さを伝え合い広めるきっかけとなってい
る。○校内での公開を通して、指導法を
学び合い、話し合いを基盤とした道徳の
授業が実践されている。●学校の外で
も、場に応じたあいさつをしっかりでき
る児童はまだ少ない。

□学習の土台となる基礎事項（学習
規律の徹底、学習集団づくり、家庭
学習、辞書の活用、音読指導、ノー
ト指導、チャレンジテストなど）
は、全児童に根付き、定着させられ
るよう今後も改善しながら、引き続
き指導を重ねていく。□子どもたち
が「学ぶことが楽しい」と実感する
のは、どのような行動、どうような
表情に表れるかなど、具体的な姿を
想起し、そのための授業改善の方向
性を見いだし、全教員で共通実践し
ていく。□低学年での表現力を、中
身を向上させて高学年に繋げる指導
を重ねていく。□家庭への情報提供
をさらに進め、家庭の理解、協力を
得て、児童の力をさらに伸ばしてい
く。
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Ａ

〇学習規律が定着し、全学級で落ち着いた授業が行わ
れている。
○家庭学習は事例集の発行、週報への記入確認など新
たな試みも加え、「大変よくやっている」が６０％と
なった。（「よくやっている」も加えると９８％
（H24：87％）
○辞典の活用により、言葉への関心が高まっている。
○漢字・計算の繰り返し学習に意欲的に取り組み、定
着も図られている。
○1時間の授業のめあてが意識され、真剣に学ぶ児童が
増えている。学テの結果も向上し、分析した結果を授
業に生かしている。
○研究授業、ステップアップ授業の実践により、教員
の指導力は着実に向上している。○授業の中で、ペア
で、グループで、全体で、自分の考えをもとに児童が
交流する学習形態が多く取り入れられるようになって
きた。
○4教科でノート指導が統一され、学習の足跡がしっか
り残されるようになってきている。（ノート検定）●
「本を読む子」「全く読まない子」の２極化傾向があ
る。
●学習の定着も低く、授業をあまり楽しくないと感じ
ている児童の学力を保障し、授業の中で学ぶ楽しさを
実感させる努力はまだまだ必要である。

Ａ

○「杉戸第三小 家庭教育宣言」を保護者とと
もに作成し、全保護者へ配布した。○教育相談
日を年６回設定し、希望する保護者への相談を
実施することができている。〇HPの更新につい
ては、職員も少ないなか更新をまめにすすめら
れている。●「家庭教育宣言」が配布したこと
で、完了しないように、実践力の向上に向け
て、保護者会等でPTAと連携して発信が必要で
ある。

Ｂ

自己評価 学校関係者評価
改善策

杉戸町立杉戸第三小学校　　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）


