
評
価

達成状況（成果・課題） 評価 意見・要望・支援策等

基礎・基本の定着
の上に立った課題
解決力の向上

・問題解決型の授業の推進による
　教師の授業力向上
・少人数指導の充実による個に応
　じた授業の充実
・朝の学習タイムの充実
・杉中校区小中一貫教育の充実
・ノート指導の充実

・全国学力テスト・県学力
　テストの検証結果
・標準学力テスト（１月）
　の検証結果
・家庭学習の定着度向上
・家庭への発信状況
・杉中校区一貫教育指導指
　針の年間指導計画への落
　とし込み
・主要4教科ノート基準の作
　成

Ｂ

授業力を高める
校内研修の充実

・「学力向上推進委員会」を軸と
　した組織的推進
・校内研究を軸とした授業研究の
　充実

・学校アンケートによる児
　童の学習意欲の向上
・校内研修専門部の目標と
　活動内容の具体化
・全教科での教員全員研究
　授業実施と個人テーマで
　の研修の実施

Ａ

保護者・地域と
連携した道徳教
育の推進

・教科化を見すえた問題解決型の
　道徳教育の実践。
・新学習指導要領に基づいた年間
　指導計画、評価計画の作成。
・学年便りの道徳コーナーを通し
　た家庭と連携した道徳の実践化
　の工夫
・親子読書の充実

・ブロックごとの道徳指導
　計画・評価計画の作成
・全学級の道徳授業の公開
　と保護者等の授業への参
  加推進
・家庭学習帳の活用（保護
  者連携）
・読書1万ページ等

Ｂ

体験活動の推進 ・学校ファームの充実
・高小軒下あいさつ運動の拡充深
  化
・異年齢集団による活動の（なか
  よし給食・なかよし遊び・
  ウォークラリー）充実
・豊かな自然体験活動の充実

・米作り等体験活動の推進
・地域での児童のあいさつ
  の様相
・縦割り活動の充実
　（なかよし遊び等）
・高小の自然に親しむ児童
  の様相

Ａ

体力の向上 ・「体力向上推進委員会」を軸と
  した全校的な体力向上の推進
・めあてを一人一人に持たせた問
  題解決型の体育授業の実施
・朝マラソン・運動タイムの充実

・運動能力テストの結果分
　析
・なわとび、逆上がり、持
  久走、水泳等のめあての
  自己記録更新
・投力、握力、柔軟性、持
  久力の向上
・朝マラソンに取り組む児
  童の姿

Ａ

基本的生活習慣の
定着

・「早寝・早起き・朝ご飯・運
  動」の習慣化
・生活アンケートの実施と分析
・歯磨き・手洗いの励行によるむ
  し歯０と感染症予防
・無言清掃の徹底

・アンケート結果の向上
・欠席ゼロの日数
・歯の治療率
・感染症罹患者数
・朝食欠食率ゼロ
・無言清掃の児童の姿
・無言集合の児童の姿

Ａ

学
校
独
自

地域に開かれた学
校

・学校応援団・学校ボランティア
  の活用・活性化
・地域の教育力を取り入れた授業
  推進
・組織的学校ＨＰ更新
・メール配信等による情報発信

・学校来校者数
・学校応援団の活動回数
・学校ボランティアの数
・ゲストティーチャーの授
  業参画数
・地域学習（校外学習）の
  実施

Ｂ Ｂ

○学校応援団の体験活動や総合的な学習の時間への
計画的活用と組織の明確化。おやじの会組織化。
○週に１～２回のＨＰの更新を実施。全ての行事当
日に活動の様子を数十枚の写真データで速報写真館
として伝えた。
○第４年で新たに県環境アドバイザーを活用し杉戸
の環境学習を実施、ロッテ、キューピーなど民間企
業や日本茶アドバイザーなどの活用した保健授業を
開催。
○非常連絡と啓発として効果的なメールの活用。

→学校応援団の組織化と教育活動への明確な位置
づけ。
→学校応援団のボランティアへの保険加入とおや
じの会の活動の町補助金による予算措置支援。
→ボランティアの安全や健康から活動時期の検討
→ＨＰの更新、メール配信については、回数だけ
でなく内容（保護者の要望等を踏まえて）、質の
向上について検討する。

Ｂ

○以前と比べかなり雰囲気がオープンに感じられた。
○縄跳び大会公開などは児童の意欲向上につながる。
○メール配信が増え内容もこまやかで助かっている。
○おやじの会の本格的活動によりＰＴＡが活性化。
○ＨＰ「校長室から」では教師の様子もよく分かって
よい。さらなるホームページの充実を望む。
・かいの木コンサートは高小校区だけでなく、町全体
に公開すべき。
・学校応援団の募集は早めるべき。

○健康という意識付けがなされ、教職員、子どもたち
全体で体作りがなされ、具体的な実践もされていた。
○教師指導の下、体力向上がよく図られている。縄跳
びの技能も高く、短縄も長縄もよく練習している様子
がうかがえる。
○縄跳び大会では、特別支援学級の児童も一緒に参加
しできる跳び方に挑戦している姿がすばらしい。
○虫歯ゼロを目指し、クラスごとに治療経過等を掲示
しているのは良い取組である。
○限られた予算の中でベルマーク等を活用し休み時間
に使えるボールを購入し、新たにドッジボールコート
も作り、児童が運動する機会が増えることを期待。
・体力向上は体育授業の充実と外遊びの奨励にある。
ドッジボールや縄とび、鉄棒などに効果的に取り組ま
せてほしい。

豊
か
な
心

Ｂ

○道徳の教科化に向け、道徳の全体計画を見
直し、児童の実態、保護者の願いにそった年
間指導計画を作成した。
○図書室の環境整備のため、バーコードシス
テムを導入した。蔵書のデータベース化が終
了。貸し出しや冊数の集計、傾向の分析での
ＩＣＴ活用を新年度から実施予定。
○読み聞かせボランティアの活用に加え、生
涯学習センターの司書によるブックトークに
よる、読書のはばを広げる連携を実施。
○「明るいあいさつ」児童アンケート3.26→
3.31、保護者3.17→3.24交通指導員、安全ボ
ランティアの方々から自分からのあいさつが
できてきたとの意見。
○縦割り班による「なかよしウォークラ
リー」など、異年齢集団による活動の充実が
図れた。
○米作り体験については、学校応援団に加え
てＪＡの協力を得ることができ、充実した体
験活動となった。

→道徳教育推進教師、道徳部会を中心に、道徳の
教科化に向け、年間指導計画、評価基準、道徳の
内容項目の重点的指導。児童・保護者へのアン
ケートの実施。
→家庭との連携、保護者・地域人材を活用の組織
化と分野別の複数のコーディネーターの養成。
→ＩＣＴを活用した図書室の管理の推進。生涯学
習センターと連携した読書のはばを広げる試み。
→全教職員による毎日の挨拶運動、全学級におけ
るあいさつ指導を実施。あいさつの意味やその効
果をしっかり指導した上で、出来ている児童を評
価、あいさつの輪を少しずつ広げていく。
→縦割り活動については、そのねらい、価値を大
切にしつつ、実施の効率化、担当者の負担軽減に
ついて検討する。
→稲作体験活動等豊かな体験活動については、そ
のねらいを明確にして道徳との関連を意識した活
動とする。
→ふるさと学習の教育課程への明確な位置づけと
地域誇れる教育の推進。

Ｂ

○人の心を豊かにすると言われている体験学習を多く
取り入れている。それが児童一人一人の心に響いてい
るような言動が子どもたちに見られた。子どもたちの
意志も反映されとてもよい活動であった。
○学校アンケートの重要項目「学校は楽しい」「みん
な仲良し」は「はい」の割合が大変高く、喜ばしい。
難しいことだが、１００％を目指してほしい。
○授業開始時のあいさつがすばらしい。
○高学年が低学年に優しく接してる場面が多く見受け
られた。なかよし班などの異学年交流が効果的であ
る。
・読書への取り組みのポイントが児童・保護者とも少
し下がっているのが残念。
・道徳の教科化については、児童全員が自信を持って
自分の考えが発言できるよう指導していってほしい。

健
や
か
な
体

Ａ

○全校で同一歩調で体力向上。全力で朝マラ
ソン、朝の会のグーパー運動、縄跳び大会、
持久走大会の実施。（○握力、持久力、ボー
ル投げ、瞬発力）（×５０ｍ走、跳躍力、柔
軟性）職員全体での組織的練習で、陸上大会
女子優勝。
○ＰＴＡと連携した健康行事としての運動会
○ジグソー法を活用した、自力解決型の保健
授業への挑戦。
○歯磨き指導、生活リズムチェック休みあけ
１０日実施。う歯治療率永久歯１００％。
（乳歯が治療中が４人）朝食欠食率1.4%（全
く食べない０人※１月１０日間実施）年間１
０日以上の欠席、H28,１６人 H29,５人
○無言清掃の継続。児童による校庭整備。

→体力向上推進委員会を中心とした組織的取組の
推進と行事運営、環境整備の組織化。
→１時間の授業のめあてを明確にさせるととも
に、個々の児童のめあてをしっかり持たせた体育
授業の充実。学習カードの工夫。
→広い校庭環境を生かした外遊びの質・量の充
実。運動・遊びの紹介。
→健康チェックの分析による生活全体の改善の促
進と食育の推進、歯科衛生の指導の充実を図る保
健指導・保健学習の計画、実施。（養護教諭、外
部講師、ゲストティーチャーの活用の推進）
→教師の率先垂範による「無言清掃」の伝統化
と、校内の美化活動の推進。
→「生活の約束１０ヶ条」の共通理解、見届けと
指導の徹底を図る。

Ａ

○児童一人一人が授業が楽しいと表現するような笑顔
が見られた。授業にも教師の工夫が見られ、質の向上
が見られる。
○学習の基本となる学習規律、学習に望む姿勢が確立
されていた。ドリルノートの活用も効果的。
○家庭学習の実践事例集の作成はとてもよい試みであ
る。
○子どもが課題を考え、
・パソコン、タブレット、大型ディスプレー、教室の
ネット環境、教室のエアコン設置などは県下最低レベ
ルと聞く。近隣市町並の早期設置を町に望む。
・教師の命である、教材研究、学習指導研究が充実で
きるよう、働き方改革がなされ時間が確保できるとい
いと思う。
・小中一貫の取組で子どもの姿を見せ合う取組も大
切。「かいの木」コンサートなどは見てもらうべき。
・家庭、地域と連携して道徳心を育ててほしい。
・担任によって指導力の差がある。

杉戸町立高野台小学校　　平成２９年度　　学校評価（学校自己評価・学校関係者評価）
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指標
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確
か
な
学
力

Ｂ

○４～６年実施、県学力・学習状況調査の結
果は、５年生の算数以外県、町平均を上回る
ことができた。１月実施のＣＲＴ学力テスト
では国算理３教科１３観点全てで平均を上回
り、全国平均１１０％を達成した。４月実施
６年全国学力・学習状況調査では、国語Ａ
（基礎）、算数Ｂ（活用）で全国平均を上回
ることができた。
○家庭学習の習慣化、定着は図れたが質の向
上、個人差への対応、学年間の接続について
は課題が残った。
○小中一貫の取組として、９年間ゴール「指
導指針」が作られ、杉中校区内で実践。
○一人一回の研究授業の前には指導案検討と
ともに模擬授業を実施し、一つの研究授業を
全教員で作りあげる体制が整いつつある。
○教員個々にＡＬ、ＵＤ等の視点で個人研修
を実施した。
○ドリルノートの活用と授業ノートへの活用

→学力向上推進委員会・研修推進委員会を核とし
つつ、全教職員による各学力・学習状況調査結果
分析の充実。（時間の確保）
→「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学
び」の視点での日々の授業改善、教師の指導力を
向上させる。
→「家庭学習のすすめ」をもとに児童の学習習
慣、学習意欲を高めるための環境整備。家庭学習
実践事例集の作成等）
→視聴覚機器（タブレット・大型ディスプレイ）
の効果的活用を図るとともに、活用のメリット、
デメリットを検証し次年度の指導に活かす体制整
備。
→日々の教材研究のための時間の確保。各教科の
資料のデータベース化など授業準備の環境整備。
個々の教員の授業力・指導力の差を埋めるための
公開授業、実技指導など支援体制の整備。研究授
業以外の個人研修の充実。

Ｂ


