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達成状況（成果・課題）
評
価

意見・要望・支援策等

□学力を向上させる
仕組みを校内で共有
し、意欲的に学習す
る児童を育てる。

・埼玉県学力・学習状況調査の
分析を行い、伸びている児童の
よさを校内で共有し、指導に活
かす。（通年）

・ねらいを記した週案作成と見
届け（記録）を行う。（週案作
成は通年、記録は２学期まで）

・問題解決的な学習の実践と指
導力向上に向けた指導・助言を
行う。（通年）

・家庭学習のノート点検、賞賛
を行い、意欲的に取り組む児童
を増やす。（通年）

・算数・漢字パワーアップと家
庭学習を関連づけ、効果的に実
施する。（通年）

・分析結果から伸びている児
童の特徴をまとめる。（２学
期まで）

・管理職による週案の点検、
指導（毎月）

・管理職等による見届け、指
導助言（随時）

・家庭学習実施（週５以上８
割）を目指す。（各学期　教
員評価・児童アンケート）

・１００点がとれた児童の割
合を始めた時よりも増やす。
（１、２学期）
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□向上心を持ち、互
いのよさを認め励ま
し合う児童を育て
る。

・一人一人のよさが認められ、
互いに仲良く助け合う学年・学
級づくりを行う。

・授業の中に話し合う活動を多
く取り入れ、前に発表した意見
に付け足して自分の意見を発表
できるようにする。

・学年・学級経営案（各学
期）や管理職等による見届け
（随時）

・各学期の教員評価・児童ア
ンケート

 
A
 
 
 
B

□当番活動・委員会
活動・奉仕活動等を
進んで行う児童を育
てる。

・当番活動・委員会活動等の仕
事内容をよく理解させ、よくで
きている児童を褒め、進んで仕
事ができるようにする。

・日々の清掃や異学年清掃の指
導、見届けを計画的に行い、よ
くできている児童を褒め、進ん
で清掃できる児童を育てる。

・管理職、担当教員による見
届けと指導（各学期の教員評
価・児童アンケート）

・管理職等による見届け（各
学期の教員評価・児童アン
ケート）
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□運動する習慣をつ
け、体力向上を目指
す。

・体力テストの結果から、学年
ごとに重点補強種目を決定す
る。

・体力テストの弱点補強を体育
授業や外遊びなど日常生活の中
で計画的に行う。

・業前運動の目標設定を行い、
運動を続けることの意識を高め
る。

・埼玉県の平均より下回る種
目の中から重点補強種目を決
定する。（１学期中）

・弱点補強種目の県平均以上
８割を目指す。（再度測定時
期は各学年で計画実施）

・目標達成児童８割を目指
す。（学校全体で８割を目指
す。１０月、１２月集計）

A
 
　
B
 
 
A

□５年次までの教員
（臨任も含む）の指
導体制を整え、日々
の教育活動を通して
育成を行う。

・学校全体や各学年の指導分担
と指導計画を作成する。（１学
期）

・研究授業や授業公開等の指導
を複数回行う。（年間）

・指導分担や計画表について
校長室だよりで周知する。
（５月）
・主幹教諭や学年主任が指導
計画を作成する。（１学期）

・授業の指導を行い、記録に
残す。（１月まで）
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・自主学習、家庭学習を継続して進めるためにたくさ
んのご苦労があったと考えますが、地道に実践し大き
な成果をあげ素晴らしい。
･時間が限られている中、週案の作成なども含めてとて
もよく取り組まれている。
・漢字及び算数について高学年が全体的に低いので、
満点目標値を設定してはどうかと思う。
・継続して実施しているパワーアップタイムの積み重
ねが、着実に個々の伸びに結びついている。繰り返し
学習することで定着するものについては、家庭学習と
のかかわりもあるので、引き続き家庭と連携して指導
に当たっていく必要がある。読書については、図書ボ
ランティアに協力していただきながら、児童がより本
に親しみ進んで読書するように、働きかけを継続して
いきたい。
・家庭学習の日数や時間の目標を立てることも大事で
あるが、内容や理解度を高める工夫を、学校と家庭が
連携して、行うようにする。
・クラス内の習熟度別に対応を考え、学習指導してい
くことの難しさを感じる。
・教員にとり、”授業は命”である。学年研修の充実
を一層深化させ、指導力向上を進めてほしい。そし
て、あっと驚く感動のある授業を工夫し、子ども達も
教員も学ぶ楽しさを味わえるようにお願いしたい。

A

･社会科見学や職場体験などをより充実させていただ
き、社会の仕組みや働く大切さを児童が学んで欲し
い。
・児童が変化する中での指導は、答えがないと感じ
る。難しい年代の児童を指導していただき、感謝しか
ない。
・授業の中、委員会活動、清掃活動の中で、子ども達
１人１人がお互いに認め合う場を設け、日々活動して
いる姿は素晴らしい。今後も子ども達の実態を全職員
で共有し全児童を全職員が見守る意識を高めて、子ど
もの心に届く指導を進めてほしい。
・友だちの意見や考えを受容指示文の考えと比較して
意見を述べることができる児童が増えているのは、す
ばらしいことである。自他のよさを認め、さらによい
人間関係を築くことができるよう、基盤となる学年・
学級づくりをしていただきたい。
・清掃が行き届き、様々な活動が充実して行われてい
ることが伺える。先生方の指導が丁寧なことが推察さ
れる。

A

・異学年清掃があるように、運動でも異学年でもでき
る取り組みがあるとよいと思う。
・ボール投げの測定結果、とてもすばらしいと思う。
・体力テストの結果がはっきりと示されていると分か
りやすい。
・弱点補強への取組を全校で進め、大きな成果をあげ
ている。子ども達には、達成感、粘り強さなど努力す
ることの大切さを味わわせることができたものと思
う。これからもお願いしたい。
・全体的に向上していると思われる。
・児童の実態を踏まえ、重点的かつ継続的な指導が行
われている。独自に工夫された体操なども取り入れる
など、具体的な方策をもって全校で取り組んでいるこ
とが成果に結びついていると考える。

A

A

・若手教員の方々の指導力アップは不可欠だと感じ
た。
・若手教員が多くなった現状を踏まえ、学年研修、管
理職の指導など計画的に進め、成果をあげている。
日々、忙しい中であるが、今後も学び続ける教師とし
て幅広い研修の充実を進めてほしい。
・若手教員が多い中、細やかで丁寧な指導体制で充実
した研修が行われている。若手には、若手のよさもあ
ると思うので、ベテラン教員がうまく舵取りをしなが
ら、よりよい教育活動が進められるようさらに研修を
深めていただきたい。

→児童は常に成長しているので、学年
で指導体制を一致させ、同じ指導を行
うことや管理職等による見届けを続け
ていく必要がある。

→特別活動や道徳との関連づけによ
り、前に発表した人につけたして話し
合うことに慣れてきた。今後も更に指
導の充実を図りたい。

→当番活動・委員会活動はもとより、
ボランティア活動の指導は、教師の指
導によるものが大きい。学校全体で共
通理解を図り、協働で指導できる体制
づくりをしていきたい。

→清掃場所の担当児童がかわっても同
じ掃除ができるように、清掃の仕方を
教え、見届けることを全教職員ででき
るようにしていきた。

A

◎体力テストの結果を受け、埼玉県
の平均より下回る種目の中から重点
補強種目を決定することができた。

○弱点補強種目の補強運動を行い、
再測定をした結果、ボール投げにつ
いては、５月の数値より全学年向上
し、県平均も上回った。

◎持久走大会に向けてのペースラン
ニングの取り組みは、どの学年も９
月より１０月に多く走ることが出来
た。

→重点補強種目の決定後、学年毎の取
り組みの見届けや体力向上委員会での
進捗状況の確認、助言などができるよ
うにしたい。

→再測定の種目については、時間に限
りがあるが、重点を絞って再測定して
結果を確認する必要がある。

→業前運動は、指導できる教員に制約
があるので、日課表の位置づけの検討
や全教職員で目標の設定や指導につい
て共通理解をしていきたい。

→学年毎に指導体制を整える際、校長
の考えを十分理解できるように工夫し
ていきたい。

→どの研究授業でも学年教員の協力が
不可欠である。今後も協力して授業を
行えるよう、時間や方法を工夫してい
きたい。

◎各学年ともに学年・学級づくりに
力を入れ、学年全体で児童一人一人
を見守る体制を作り、落ち着いた学
校生活ができるようになった。

○授業の中で話し合う活動を意図的
に取り入れ指導した結果、自分の意
見を言える児童が一学期よりも増え
た。学級の実態に応じて隣同士やグ
ループでの話し合いに重点を置いた
ところもあった。

◎当番活動・委員会活動など各担当
者の指導の下、進んで仕事をするこ
とができた。ボランティア活動は、
二学期から自主的に活動する児童が
増え、三学期に入ってもよく取り組
んでいる。

◎日々の清掃や異学年清掃は、教員
が分担して見回ったり、気づいたと
ころを適宜指導したりするなどし
て、どの学年もよく取り組む事がで
きた。

→若手教員は、教材研究や学級経営な
どについて取り組むことが多いため、
ともすると週案の作成が後回しとなり
やすいので、週案の重要性を理解させ
ると共に、学年主任の見届けや支援を
工夫していきた。

→家庭学習は学年の実態に応じて指導
を行いつつ、個々の児童の状況をみて
各担任からの指導や家庭の協力依頼を
今後も行う必要がある。

→漢字や計算の習熟は、繰り返し行う
ことにより身につくものであるため、
児童の実態に応じて今後も指導を継続
していく必要がある。
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◎埼玉県学力・学習状況調査の分析
を８月に行い、伸びている児童のよ
さを校長室だより、学校だよりによ
り周知することができた。

○週案を定期的に提出させ、内容や
書き方について実態に応じて朱書き
で指導し、ねらいを明記した週案を
概ね作成することができた。

◎管理職による教室訪問を実施し
て、授業の見届けと教員に応じた指
導を行うことができた。

○家庭学習週５日以上８割は達成で
きなかったが、６割の児童が一学期
と比べて家庭学習に取り組むように
なった。

◎漢字や計算の練習も家庭学習と関
連づけ、繰り返し指導することで満
点の割合をどの学年も後半に増やす
ことができた。

A

◎５月９日の校長室だよりにて指導
する若手教員の分担を示し、周知し
て計画表の作成ができた。

○管理職の教室訪問、学年毎の研究
授業（算数）やその先行授業、年次
研修、臨任研修等の研究授業を通し
て複数回の指導と記録をすることが
出来た。しかし、病休による臨時担
任等の措置や連絡調整不足により指
導が計画通りできないところがあっ
た。

A

自己評価 学校関係者評価
改善策

杉戸町立杉戸小学校　　平成２８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）


