
評価 達成状況（成果○・課題●） 評価 意見・要望・支援策等
学習の基礎・基本
を確実に身に付け
させる

・学習規律の徹底。（姿勢、聴く、時間）
・基礎事項の定着（読む・書く・計算）
・すぎにンピックの改善実施
・学びタイムの充実
・基礎学力保障基準
・家庭学習の推進
（宿題は100％、自主学習の習慣化）
・計画的読書指導
・辞書引き学習
・語彙を増やす言語環境

・すぎにンピックの結
果の伸び

・家庭学習の実践率
　家庭への啓発状況

・読書量（目標3万冊）
・辞書引きの状況

A

主体的・協働的な
学びへの授業改善
と教師の授業力向
上

・主体的・対話的で深い学びへの授業実践
・「学び合い」のある授業実践
・言語活動の充実
・系統性のあるノート指導
・思考の流れに沿った板書
・授業のユニバーサルデザインの取組
・研究主題にせまる個人研究の実践
・研究授業の充実
・オープン授業での学び合い
・異学年の学び合い

・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

自尊感情を高め、
自己存在感、自己
有用感をはぐくむ

・一人ひとりが生かされ、支え合い、認め
合う学級づくり
・基本的な約束を守る指導
・学級活動の充実
・学校行事で自分を伸ばす
・互いを認め合う活動
・ソーシャルスキルを高める指導
・道徳教育の充実

・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。

A

自校を誇りに思
い、チーム力を発
揮して日本一の学
校をめざす

・学級・学年のチーム力を発揮し、高め合
う学級経営・学年経営の実践
・三つの日本一への取組

・児童・保護者・教師
アンケート結果
・各種取組実践状況 B

健康教育の推進に
努める

・学校における規則正しい生活習慣の
指導(杉戸第二小スタンダード)
・家庭における規則正しい生活習慣の
指導
・保健教育の実施
・安全教育の実施
・食に関する指導の実践

・朝ごはん、早起き・
早寝等生活アンケート
結果
・保健教育の実践状況
・安全教育の実践状況
・食育の実施状況
・給食の残状況

A

体育授業の充実、
運動の生活化を通
し、体力向上を図
る。

・8分の朝マラソンの実践
・体育における集団行動の徹底
・めあてをもって、一人ひとりを伸ばす
体育指導の充実と運動量の確保
・体力力テストの結果分析を生かした指導
・持久力を高める確実な実践（朝マラソ
ン・なわとび大会への指導）
・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

B

学校

独自

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
・１学期、全員個別面談の実施
・参加型授業参観日を設ける
・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

・保護者への情報提供
状況
・授業参観者数
　授業参加者数
・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

A A

○保護者アンケートで、誇れる学校の回答が９５％に達した。
○教育相談日を毎月設定し、気軽に相談できるよう図った。
○HPをほぼ毎週更新することができた。（80回の更新）複数で掲載
○学校だより、保護者へのお知らせ、週予定などを工夫し、分かりやすく学
校の情報を伝えるよう努力した。(保護者満足度95％)
○保護者、地域の方々の協力を得て、授業内容を充実することができた。
●非常に多忙な保護者の方も多いが、双方向からの連携になるよう努力しな
ければならない。
●「あいさつ」など家庭教育が基本となることについての指導上の連携につ
いてこれからも連携して取り組む。

□定例の保護者参観日の他に、保護者
参加の授業を案内し、気軽に授業に参
加してもらう。
□家庭との連携の上で、PTAから何らか
の発信も必要である。
□できるだけ早い機会に保護者と1対1
で話ができるよう、6月に保護者面談を
実施する。

A

□学校と家庭との連携が重要だと思うので、これか
らも情報交換を積極的にし、子供の成長を見守りた
い。
□アンケートの結果を今後の学校経営に取り入れ、
さらに充実した教育活動ができることを好ましく思
う。
□HPの更新など、素晴らしい。今まで以上に地域に
愛される存在であってほしいと思っている。
●学校行事等にもう尐し保護者が積極的に参加して
もらえるとよいが…。年々保護者の学校に対する関
心が薄くなっていると感じる（学校任せな親が多い
かもしれない）。

「杉戸町学校評価システム」に基づき、平成２９年度の教育活動について目標をしぼ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・指導に活
かしてまいります。３月　特別号（学校評価）

□授業に集中して取り組む児童が多く、充実した学
習ができていると思う。
□家庭学習は毎日行うことで、学習する習慣が身に
つくと思うので、今後も続けてほしい。
□授業に対して主体的に取り組む様子が見られてよ
かった。
□教材など工夫して興味を引き出すような授業がで
きていて、素晴らしい。
□読書は学力向上の基礎だと思う。読書量を伸ばす
ために目標を設定し、それに達したとのこと、大変
良い。
・辞書引きが「ふせんの数を競う」ような感じを受
けた。

杉戸町立杉戸第二小学校　　平成29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

確
か
な
学
力

A

○学習規律の重点（姿勢・時間厳守・聴き方、話し方）を全学級で意識して
行うことができた。(教師100％　児童94％)
○読書冊数、総数３万冊を1月に超えることができた。
○宿題の提出は、特定の児童を除きほぼ１００％できるようになった。自主
学習も９２％の児童が取り組んでいる。（11月末強化週間の実施）
○授業のユニバーサルデザインを意識した実践が増えた。（児童の先生評
価：分かりやすい授業９７％、教え方を工夫している９７％）
○辞書引きの研修を受けた職員が全体に目的、方法等を広め、2年生以上各
学級で実践し、1ヶ月最高で2千を超えた児童もいる。
○主体的に深い学びの授業展開が全ての学級で実践され、課題－学習の見通
しー学習活動(学びあい、教えあい等)－振り返りがしっかり行われるように
なった。（授業が楽しい93％、授業内容を理解92％）
○計画に基づく、授業研究の実践。オープン授業の実践(44回)。
●基礎力は身についてきたが、活用力（B問題）の力がやや弱い。
●進んで意見を述べる児童が、3年生以上が減尐している。(79％)
●立腰指導が、児童の意識（79％）も向上したが、もう一歩進めたい。
●児童が、意欲的に進んで学ぶ授業については、継続研修が必要。

□毎日の積み重ねによって身につく学
習規律については、もれなく全学級で
実践していく。
□「聴き方」「話し方」については、
本年度作成したステップ表に基づき継
続して指導していく。
□年度当初実施の学力テストだけでは
なく、評価テスト等の記録を分析し、
学力の定着について把握し、指導の改
善に生かしていく。
□学期毎に学びタイムの内容の計画一
覧を作成し、計画的に基礎学力をつけ
ていく。
□活用力の育成についても、教材を工
夫して伸ばしていく。
□児童が参加を実感する授業、主体的
にかかわる授業の実践に向け、より一
層研修を進めていく。

A

□朝マラソンを継続して行っていることで、基礎体
力がついてきていると思う。学習とのメリハリがつ
いてとてもよい。
□毎日の積み重ねは本当に大切だと思う。８分間走
も継続し、健康で元気な児童が多くなるように、こ
れからも指導してほしい。
□家では、苦手なものでも「食べられた」というこ
とが増えてきた。
□栄養士さんによる食に関する指導なども、今まで
知りえなかった情報などにも触れることができると
思われ、よい取組だと思う。
・生活習慣のアンケートなどで、早寝早起きを習慣
にしていけるようになるとよいと思う。

豊
か
な
心

A

○多くの学級で友だちのよさを認め合う活動が実践され、「友だちのよさを
認め合っている」の児童評価が95％であった。
○学校全体に約束を守る意識が高まった。（９４％）
○クラスで決めた目標に向かって、チーム力を発揮してがんばる児童が増え
た。（力を合わせてがんばっている９４％）
○行事毎にめあてをしっかり持たせ、行事後にも必ず振り返りをさせた。
○94％の児童が学校行事や集会活動に楽しく参加したと回答している。
○校歌は、美しい声で歌える。
○校長からの、チーム力賞が、クラスの協力の自信につながった。(650枚)
●あいさつは、校内では元気に響くようになってきた（94％）が、学校外で
は、自分からしっかりできない児童がまだ多い。
●声をしっかり出して読む、発表することが苦手な児童が見られる。

□あいさつ日本一をめざしていること
を、のぼりや腕章、標語の掲示などで
視覚的に示し、意識向上を図る。
□一日1回は、しっかり声を出す指導を
行っていく。

□引き続き、自慢できる学校にするた
めの実践を子どもたちによく考えさ
せ、宣言などに繋げていく。

A

□クラスでまとまって一つのことに取り組む姿勢、
協力することの大切さがみられている。
□クラス掲示の「ぽっかぽか」などからも分かるよ
うに、協力することの大切さや思いやりを言葉にす
るなど、とてもよい雰囲気が感じられた。
□小さなことに感謝して認め合い、それを言葉にす
ることはとても大切だと感じた。
チーム力を高める取組やぽっかぽかコーナーなど、
児童にわかりやすく取り組む意欲を持ちやすく、よ
いと思う。
●あいさつは、もう尐し大きな声で、誰にでもでき
るようになるとよいと思う。
●立哨をしていて、特に月曜日は子供たちが元気が
ないと思う。

健
や
か
な
体

B

○毎学期初めの1週間に家庭での規則正しい生活についての5月、9月、2月の
実践アンケートを実施し意識付けを図れた。（児童意識９３％）
○保健、食育指導を養護教諭、栄養教諭と担任とのTTで、計画に基づき実践
することができた。(全学年で実施)
○マラソンカードも新しくなり、朝マラソン（8分）が習慣化し、多くの児
童が止まらずに自分のペースで走り続けることができるようになった。
○栄養教諭を招いての食育指導を行い。食への意識を高めることができた。
●家庭での規則正しい生活習慣は、高学年では、スマホなどをやっているた
めに就寝時間が遅い問題が残されている。また、携帯電話を持つ子もいるの
で、来年度も使い方について外部指導者の招へいを行う。
●新体力テストの結果から、握力、持久力が低く、つらくても根気よく続け
る力を養っていかなければならない。

□家庭での生活習慣については、根気
強く保護者にも呼びかけていく。
□担任が促さなくても、８時には校庭
に出られることを指導する。
□握力、持久力の向上を大きな課題と
して、楽しく運動しながら体力が身に
つくよう取組を工夫していく。
□偏食が無いよう、今後も指導を重ね
ていく。
□体育授業の指導法に関するポイント
がわかる研修会を校内で行っていく。

A


