
評
価

達成状況（成果・課題） 評価 意見・要望・支援策等

学ぶ意欲と課題解
決力の向上

・学び合い授業の推進による児童
の学習意欲向上
・少人数指導、学習ボランティア
による個に応じた基礎基本の定着
・杉中校区小中一貫教育の指導指
針見直しと小学校連携
・学習指導要領改訂に向けた年間
指導計画の作成
・家庭学習指導

・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
・家庭学習アンケート
・家庭への発信状況
・杉中校区一貫教育を各教
科年間指導計画への位置づ
け。
・深い学びに関するアン
ケート

a

授業力を高める
校内研修の充実

・道徳教育と人権教育を軸とした
授業力向上研修の実施。
・校内研究を軸とした授業研究の
　充実

・研究授業実施回数
・授業チェックリストによ
る評価
・深い学びに関するアン
ケート（教職員評価） b

保護者・地域と
連携した道徳教
育の推進

・話し合い活動や学び合いを充実
させた道徳授業と評価の工夫。
・新学習指導要領に基づいた年間
　指導計画の見直し
・道徳の評価方法の共通理解。
・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

・道徳指導計画見直しと評
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観
数。
・学年便りや週予定表に道
徳通信掲載回数。
・学校アンケート（心の教
育）に関する評価

b

人権教育総合推進
地域事業の取組を
通して、児童生徒
の人権尊重意識を
高める。

・埼玉県人権教育課から指導者を
招聘した研修会。
・人権教育の視点を位置づけた行
事計画の作成と実施。
・各教科領域を通した人権教育の
実施。

・行事別人権教育指導計画
の作成
・学校アンケート（心の教
育）に関する評価
・各教科領域の年間指導計
画への人権教育の視点の位
置づけ
・人権教育実践プログラム
の実践

b

体力の向上 ・朝マラソン、業前運動、グー
パー運動等全校的体力向上の推進
・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
・校庭環境・運動用具の整備
・種目ごとの活動を工夫した陸上
大会指導、昌平高校の指導者招聘

・新体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
・（新規長欠者を除く）欠
席ゼロの日数
・歯の治療率
・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、速報写真
館による行事の様子の配信
・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
・HP更新回数、速報写真館
配信回数
・地域への行事案内メール
の配信回数

b b

・学校応援団会議を年２回開催。の活動回数は、
（安全200,花10、図書30、学習40、農業体験5),今年
度新規にサマースクールの補習授業、駐車場ペンキ
塗り、窓清掃を応援団、おやじの会の支援で実施し
た。
・ＨＰ更新回数は１月末で、１０回程度と回数に課
題が残る。速報写真館については、社会科見学で３
０～５０枚、林間学校・修学旅行で１００～１５０
枚の写真とコメントをその日の内にＨＰにアップし
た。
・行事等の案内メール、家庭への情報伝達。事務連
絡メールは４０回以上、細かい配信は学校アンケー
トで高い評価を得た。（学校アンケート「開かれた
学校98%」）

・学校応援団の人材を回覧、メール、推薦制度な
どを取り入れ、掘り起こしを継続する。
・カリキュラム・マネジメントを通して、ふるさ
と学習・地域の学習と学習ボランティアの活用を
年間指導計画に明確に位置づける。
・年度初めの応援団会議で、年間を見通して活動
の依頼をする。
・学校の校務分掌に、地域連携担当を位置づけ
る。応援団のグループごとのコーディネーターを
明確にし、組織化を図る。同時に年間計画に位置
づけ、担当が代わっても、各グループの応援組織
が機能するようにする。
・ＨＰ更新は、全学年の教員が更新できるように
し、複数で担当していくことで、内容と回数の充
実を図る。
・メールは緊急と連絡を区別し、効果的に運用す
る。

・「地域は小学校に何を求めているのか。何を期待しているのか。」「地域に育てて
いただく学校とはどんな学校なのだろうか。」など学校サイドとは違った視点から考
えることも必要なのではないか。
・地域の方の協力が増えてきている。さらにネットワークが広がることを期待してい
る。
・学校応援団やおやじの会の皆さんから多くの協力を得られている。
・かいの木コンサートでの全校児童の力強い歌声に感動した。
・学校応援団の募集は年１回ではなく、２回あると良いのではないか。地域のシニア
には学校に協力したいと思っている方は多いので、門戸を広げ、垣根の低い学校に
なってほしい。
・メールや手紙での情報開示が多く、ボランティアも多数参加しているので、学校を
身近に感じることが多い。
・メール配信が丁寧かつ、適切で効果的である。
・学校応援団の活動をもっと広めてもいいのではないか。活動を伝えることで、ボラ
ンティアの数も増えていくはず。
・今年度の国際理解ボランティアの導入はすばらしい。

b

・学び合いの取組はよくできてるが、その目的と課題を全ての児童が理解していなけ
れば効果をあげることは難しい。
・全てのクラスで、児童が授業に集中していた。
・低学年での基礎の徹底がされており、評価についても様々な方法で多角的な視点か
らなされている。
・あいさつの声は大きくなったが、発表の声が小さいのが少し気になった。
・学力テストの結果がすばらしい。教師の指導のおかげと感じている。
・漢字検定の団体受験が高野台小学校でできるようになり、子どもが漢字学習に意欲
的に取り組んでいる。目標をもって学習することの重要性を感じている。
・授業の話し合い活動は、うまくいっている児童もいれば、うまくいっていない児童
もいる。教師の声かけや配慮も必要ではないか。
・どの学級も、教師の児童の関係がよいので学級の雰囲気が良い。
・授業中の指名は、偏らないように工夫してほしい。できるだけ多くの意見を集約す
ることでよりよい解決法が見いだせる。
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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

・全国学力・学習状況調査６年国語Ａ・Ｂ、
算数Ａ・Ｂとも平均を５ポイント以上回っ
た。算数Ｂは１０ポイント上回った。
・県学力、学習状況調査では、４年生はほぼ
県平均。５，６年については県平均全て４ポ
イント以上、特に５年算数は１０ポイント上
回った。伸び率は５、６年国語は６０～７
０％。５，６年算数は８０～９０％だった。
・児童「深い学びアンケート」の「グループ
で課題解決できる」が９２％、「話し合いで
考えを深められる」が８６％だった。
・学校アンケートの「家庭学習の工夫」で
は、児童８６％に対し、６６％と評価が分か
れた。学年が上がるほど、評価が上がってい
るが、学年間、学級間の取り組み差がある。
・各学年１回の研究授業、事前授業、初任者
対象道徳の示範授業２名実施した。
・人権教育の視点や指導事項を盛り込んだ授
業を研究授業で実践した。

・効果をあげた指導・取組を共有し、次年度の指
導に生かす。
・振り返りと家庭学習の徹底を図ると共に、教師
間、学級間の差をなくすために、授業改善と同時
に、振り返りと家庭学習の連携をはかる校内研修
を行う。
・家庭学習の定義を明確にし、自分で内容を考
え、学習方法を決め、主体的に学習できる児童を
各学年で段階的に指導する。よい取組をひろめた
り、自分なりの勉強方法を見つける機会を教師が
設定したりする。また、家庭学習への意欲を継続
的に進められるよう、表彰や評価の機会について
も検討していく。
・小中連携については、項目の重点化を図り実践
できる杉中校区のゴールに向かい、３つの小学校
で共通実践できるよう連携を深めていく。
・授業を通した人格形成という重点目標に向か
い、人権教育を研修のベースに据え、自分も成
長、相手も成長、みんなで成長できる研修を推進
していく。

a

・健康の基本要素は「栄養・運動・休養・心の安定」である。学校の取組はよいの
で、これらを統合する授業をすることで、児童も自分の健康に興味を持つだろう。
・体育授業や縄跳び大会で、目標をしっかり持ちながら運動に取り組んでいた。
・杉戸中学だけでなく、昌平高校との連携は運動以外でも進めていってほしい。
・健康と体力作りは、生きる力の基本なので、これからも重点的に取り組んでほし
い。
・道徳の話し合いが、日常の当番活動、係活動につなげて話し合っていることが非常
に良かった。
・体育の授業では、児童のめあてに合った場が用意されており、それで達成感が得ら
れ、自信にもつながっている。
・縄跳びの時間跳びでは、学年×分の時間だけ跳べる児童が多く、感動した。
・欠席者ゼロ３０日がすばらしい。養護教諭を中心に教師が健康に高い意識を持って
いることが分かる。保護者が「子どもを行かせたい学校」として、高野台小学校を信
頼している証拠ではないか。
・体育の時間以外も運動できる場面が多い。なわとび記録会も一生懸命取り組む姿、
応援する姿勢がすばらしい。
・今後も暑さ・寒さに負けない体力作りを御願いしたい。

豊
か
な
心

b

・道徳の記述評価を毎学期実施し、記述内容
を工夫した。
・校内研修の教科を国語と道徳とし、研究授
業研、初任者公開授業を通して、問題解決型
の道徳、評価の工夫を行った。
・道徳教育、人権教育を通した心の教育の充
実、学校アンケート９３．６％。学年便りへ
の道徳の授業の取組掲載１５回。
・人権アンケートを通した、児童の実態の分
析を実施。自尊感情とコミュニケーションス
キルに課題があることを、学校全体で共有し
た。
・人権感覚育成プログラムを職員研修で実施
した。区長、民生委員、学校応援団、保護者
等の集まる地域懇談会では、PTAと連携し、
教職員が地域の方々や保護者に、プログラム
を実施した。
・行事計画や年間指導計画にも、人権教育の
視点や指導事項を重点的に位置付ける。

・道徳推進教師を中心に、年度初めに道徳に授業
の進め方、評価の仕方を年度初めに共通理解し、
第１時はオリエンテーションという形で、児童へ
も道徳の授業の進め方、評価の仕方を説明する。
懇談会や学年便り、週予定等を通して、題材のこ
とや子どもの反応、変容について、家庭にも伝え
ていく。
・道徳の授業の研究授業を必ず実施する、年に１
回は保護者に公開することを徹底し、教師の授業
力の向上と家庭連携を図る。
・人権教育における本校の課題、自尊感情とコ
ミュニケーションスキル、この２点を重点化し
て、全教科領域、学校行事等で指導をする年間指
導計画を作成し、実践する。
・あいさつ、児童の呼び方、よい言葉かけをま
ず、教師が実践し、授業の中で児童ができるよう
に指導をしていく。管理職は、授業を確認し、指
導する。
・人権感覚育成プログラムを、全教員が活用し、
地域懇談会を通して、家庭・地域へ啓発を図る。

b

・児童の人権上の課題「自分の意見が言えない」を解決するためには、「意見が言え
るまで待つ」授業も必要である。
・道徳授業を中心に、道徳的実践力を身につけさせ、いじめゼロを目指してほしい。
・子どもたちに、苦難を乗り越えられる、忍耐力や精神力を身につけさせる体験を計
画してほしい。
・道徳教育で考えたことを、実際の生活で実践していくことが大切。言葉選びなど
は、社会に出てから役立つことなので継続して指導していってほしい。
・ＰＴＡ地区懇談会で、人権について話し合うことができたのがとても良かった。来
年度以降も、家庭・学校・地域で話し合うことで学びを深めることができたらと思っ
ている。
・自尊感情の低さにはまだ課題があると思う。子どもたちが認められる場を増やして
いく必要がある。
・道徳に正解はないので、それをいかに子どもたちに伝えていくかが重要。良いこと
だけでなく、悪いことも同時に教えていくと、原因と結果が考えられるようになる。
・話し合い活動が形式的で盛り上がりに欠けているように感じた。
・言葉かけについては、家庭でも指導していきたい。

健
や
か
な
体

a

・陸上大会の練習では、昌平高校と連携し、
専門的な指導を受けた。
・新体力テストの結果、５０ｍ走以外の種目
はほとんどの学年（６５～９３％）で平均を
上回った。グーパー運動を実践した握力は、
４年女子以外は平均を上回っている。課題の
投力も６７％の学年で平均を越えた。反復横
跳びも、３年男子以外は平均を上回った。１
年女子、５年女子は全種目平均を上回った。
・永久歯治療率１００％、朝食摂食率９
８％、年間３０日欠席者ゼロ（長欠を除
く）、健康教育に関する評価（保護者アン
ケート）９８％
・無言清掃、無言集合、全力で取り組む朝マ
ラソンは完全実施できた。

・体育の授業の中で、運動量の確保、技能の指
導、意欲を高める場や用具の工夫、やる気を出す
言葉かけ、学び合いの場の設定をどの学年でもお
なじような授業ができるよう指導していく。
・５０ｍ走は、校内体力向上推進委員会を機能さ
せ、スタートの仕方、中間走など、走り方の技能
を教員間で共有し、共通指導する。４秒間走、８
秒間走などを活用し、自分で目当てをたて、自分
で考え、自分で工夫しながら走る場を設定する。
・陸上大会の練習の効率化を図るとともに、教師
の負担を減らしながら、全体の底上げを目指した
体力を高める取組を工夫していく。
・効果を上げている健康チェックは、文章を簡潔
にしたり、期間を短くしたりして保護者の負担を
減らしながら、効率的に継続していく。

a


