
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」「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
ける。

・学習規律の徹底。
・安心して学べる教室環境。
・漢字、計算チャレンジの実施。
・家庭学習の定着。
・音読指導。
・辞典の活用により、語彙を増やす。
・朝の学習の重点化。
・ブロック学年での学び合いの実施。

・漢字・計算チャレンジ
テスト結果の伸び
・「学力３つの達成目
標」効果の検証結果
・家庭学習の定着、家庭
への発信啓発状況

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。

・個人テーマを設定し、一人年間２回以
上の授業研究の実施。
・毎月一人1回、ステップアップ授業の
公開し、教員が学び合う。
・研究協議の充実
・系統的ノート指導
・問題解決学習の積極的実践。
・保護者への情報提供「学びの道」発
行。

・子どもの学び合う姿の
状況
・授業研究の実践状況。
・ステップアップ授業の
実践状況。
・学力の数値データー
・児童アンケート
・保護者アンケート
・教師アンケート

Ａ

様々な読書活動に
より、自ら本に親
しむ児童を育て
る。

・朝読書の確実な実施、読み聞かせの充
実
・読書指導の充実と図書室の活用
・図書ボランティアとの連携。
・家庭読書の推進

・児童の読書冊数
・図書室の貸し出し状況
・朝読書、読み聞かせの
実施状況
・家庭への啓発状況

Ｂ

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。

・あいさつ日本一の取組
・場と相手を意識した適切な言葉遣いの
指導
・「話すこと・聞くこと」の日常におけ
る指導の実施。
・礼儀正しい行動の指導。
・週報等による家庭への啓発。

・児童アンケート、保護
者アンケート、教師アン
ケートの結果。
・児童への指導の実践状
況。 Ｂ

食育を推進し、望
ましい食習慣の育
成を図る。

・農業体験活動の実践
・食育計画の見直しと実践
・日々の給食指導の充実
・家庭への啓発

・農業体験実践状況。
・食育実践状況。
・給食指導実践状況。
・児童、保護者、教師ア
ンケートの実施。
・児童の感想。

Ｂ

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。

・業前運動の実践
・めあてを持って一人一人を伸ばす体育
授業の実施
・運動の生活化
・運動用具の整備
・校庭の整備

・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

Ａ

健
や
か
な
体

Ａ

○全学年で農業体験を実施し、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。
○全学年で栄養教諭との食育授業を実践できた。
○Ｓタイムや朝マラソンの取組で、登校後、すぐに着替
えて運動する児童がかなり増えた。
○教材教具の工夫や運動量の確保などにより、体育の授
業を楽しいと感じ、生き生き取り組む子が増えた。
○尐しずつグラウンドの整備が進み、悪天候後もすぐに
運動できる状態になった。
●給食は、完食シールの実践などで、残さず食べられる
ようになった児童も多いが、まだかなりの数の児童が野
菜嫌いで残菜の量も多い。
●児童の課題となる体力を高める教具を整備していく。

□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。
□低学年のうちから、運動は楽しい、
走ると体が温かくなるなどを実感さ
せ、がんばりカード等も工夫しながら
自ら運動する子を育てていく。
□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。

Ａ

□三小は、給食の残菜が多いと聞いていた。
また、野菜を残す児童が特に多いと聞き、家
庭と協力して健康な体を作るためにしっかり
食べる指導を重ねていくことも必要であると
思う。
□体育の跳び箱の授業では、先生もはつらつ
と指導し、場も工夫され、子どもたちが活発
に運動していた。これからも、楽しく運動し
体力を伸ばす授業を進めていただきたい。
□持久走、なわとびなど児童は目標があると
がんばる。また、先生の目が届いているとや
る気もでるようだ。

豊
か
な
心

Ｂ

○授業の中で図書室を定期的に活用する学級も増え、学
級文庫の貸し出し、読書預金などの取り組みにより、尐
しずつ読書量も増えている。
○読み聞かせを楽しみにしている児童も多く、良書との
出会いの場となっている。
○意識して、しっかりあいさつできる子が増えている。
○相手の目を見て、しっかり話を聞け児童が増えてい
る。
○職員室の出入りのあいさつや言葉遣いなど、意識して
行動できる子が増えている。
●家庭での読書は、「読む」「読まない」の二極化傾向
が出てきている。
●読み聞かせが好きな児童が多い反面、自分で本を選択
して読む力は伸びていない。
●学校の外では、進んであいさつできない児童もおり、
家庭との連携した指導が必要。
●学校外や家では靴をそろえられない児童も多い。

□図書室の使い方を年度当初全学年で
共通実践し、全ての学級で、授業中の
図書室活用、読書を推進していく。
□学級文庫の入れ替え（尐し新しいも
のに）など環境面の改善や、本の紹介
をし合うなど指導面での改善を図り、
読書が楽しいと思う体験を増やしてい
く。
□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。

Ｂ

□あいさつは、外で児童と出会った時も、こ
ちら（大人）から先に声をかけることで、気
持ちのよいあいさつが返ってくる。児童への
指導と共に、大人の方から声をかけることも
進めることも必要であると思う。
□下校中、信号を守るなど交通安全の基本的
なことはしっかり守れているが、おしゃべり
が楽しくてまっすぐに歩けない児童がいて心
配である。
□学校内で実施している「放課後子ども教
室」でも、学校生活では見られないわがまま
な言動を見せる児童がいる。どこでも誰にで
も適切な言動がとれる児童を子どもたちに関
わる大人が連携して育ててほしい。

確
か
な
学
力

Ａ

○学習規律の徹底と学習集団づくりが、授業を担当する
教員全体で理解され、指導が行き届いており、学びの土
台がしっかりできてきた。
○ドリル学習を計画的に進め、チャレンジへの意欲化と
成果に繋げることができた。
○「学力達成目標検証テスト」では、「読み・書き」
「計算」とも達成率９８％を越えた。
○辞書の活用について3年生以上の児童が常に手元に置
いて、辞書を引き言葉を調べることに意欲的に取り組ん
でいる。
○研究授業の実践、ステップアップ授業の実践により、
教師が教室を開き、互いに学び合い、高め合い、指導力
を向上させている。
○1時間の目標、課題を明確に示し、達成（課題解決）
を図る授業が全学級で行われ児童の「考える力」が向上
している。
○ノートの書き方をそろえ、ノート検定を行ったこと
で、子どもたちのノートが学習の足跡となってきた。
●学年が進むにつれて、声の大きさ、はっきり発言する
などが課題となっている。
●「学ぶことが楽しい」と思える授業をさらに追究し、
子どもの変容する姿で保護者にも理解いただくことが課
題。

□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。
□声の大きさ、語尾までしっかり話す
など表現力の育成について、具体的方
策を考え、次年度の実践に繋げる。
□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。

Ａ

□どの学年の児童も、授業に真剣に取り組ん
でいる。
□昨年よりも、児童の発言力が高まっている
のを感じる。特に、1年生は、みんながはっき
りした声で最後までしっかり話ができること
はすばらしいと思う。
□先生方もはつらつと授業を行っている。今
後も、子どもたちが生き生きと学ぶことがで
きるようお願いしたい。
□先生の適切な指導で、新設の「ひばり学
級」の児童が、意欲的に学んでいる。
□先生の他に支援員さんが指導補助をされて
いるのは個別の支援が必要な児童にとってよ
いことであると思う。授業中だけでは理解で
きない児童、長期に休んだ児童への補充等も
工夫してしっかりお願いしたい。
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学
校
独
自

幼・小連携
小・中連携の推進

・「参観し合う」「理解し合う」「交流
する」「続ける」を４つの柱としてでき
るところから進めていく。
・相互授業参観の実施
・学習指導・生徒指導の実際を知り、自
校の教育活動にどのようにいかしていく
か話し合う。
・中学校教員のゲストティーチャー授業
・二つの小学校の交流
・スムーズな小学校教育スタートに向け
ての話し合い（幼小）。
・生活科を中心とした幼小交流の実践。

 

・交流の実践状況
・相互参観の教師の感想
・話し合い後の感想
・連携教育の実践に向け
ての具体的改善案作成

Ｂ Ｂ

○幼稚園との相互参観は、教育内容を知る上で互いに参
考になった。また、環境・生活指導の上で幼・小そろえ
られた部分については、学校生活のスムーズなスタート
に繋がった。
○中学との縦の関係の参観は、子どもの学習状況、発達
段階を知るよい機会となった。
○初の小・小連携は、人間関係の不安を尐なくする上で
効果的だった。
●授業相互参観について、中学校との温度差を感じた。
中学校の先生方にもたくさん小学校の授業を参観いただ
き、小中の接続を考えた授業改善の方策について考えて
いく必要がある。
●研修会は、共通実践の検討の場となるべきである。

□幼稚園、保育園との連携を深め、1年
生の本校独自のスタートプログラムの
内容を全職員で共有し、実践してい
く。
□小中連携の研修会を、情報交換の場
にとどめずに、児童・生徒の実態を確
認しながら、改善のための共通実践に
ついて話し合う場とし、各校での実践
に繋げる。
□中学生を陸上や、楽器の指導者とし
て依頼するなど小さな交流も取り入れ
ていく。
□視点を定めた相互授業参観を行って
いく。

Ｂ

□小・中連携は、とても大切であると思う。
中学校側の体制もあると思うが、話し合いで
終わらずに、ぜひ、連携教育を一歩踏み込ん
でいただきたい。
□運動や、音楽の部活動の技術を先輩から教
わる交流はとてもよいと思う。ぜひ、進めて
いただきたい。
□コンピュータリテラシーについて、中学校
でスムーズに学習に取り組めるよう、二つの
小学校で共通したレベルの指導をお願いした
い。先生だけで指導が難しい場合は、学校応
援団で協力していきたい。


