
杉戸町立高野台小学校  令和元年度  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 

評
価 

達成状況（成果・課題）  
評
価 

意見・要望・支援策等 

確
か
な
学
力 

学ぶ意欲と
学力を高め
る学習指導
の充実 

○めあての明確化と、授業の振
り返りを習慣化、言語活動を充
実させた主体的・対話的に考え
る授業の展開（高小スタンダー
ドでの授業展開、体験的な学習
や問題解決的学習の充実） 
〇家庭学習の充実（高小家庭学
習のすすめ） 
〇国・県の学力学習状況調査の
結果から見える本校の課題解決
に向けた指導 
〇国語科における書くことを通
した学び合い活動の充実 
〇算数の授業形態（少人数指
導、ティームティーチング等）
の工夫やサマースクールの実施 
〇難易度別・単元別の自主学習
プリントを提示と活用 
○1 学年 1 研究授業と研究協議
の改善 

・全国学力テスト・全県学力テストの
検証結果（対象学年の国語・算数と
もに平均を越えている。記述式の問
題や学習意欲への取り組みを強化） 

・学力テスト（１２月）検証結果（速
報値：国語は全学年が目標値を越え
ている。算数においては２つの学年
が目標値を下回った。） 

・家庭学習アンケート（肯定的な回答
の割合が、児童 87．5％、保護者
78.4％、教師 70.6％ 

・家庭への啓発 
・深い学びに関するアンケート〔7
月・12 月〕（１月調査分を集計中） 

・研究授業実施回数（９回、人権発表
会における授業公開：全クラス） 

・授業チェックリストによる評価 
⇒国語のアンケート(１月調査分の集
計中) 

 

A  

〇全職員で「めあて」「ふりかえり」のカ
ードを用いて、児童の示すとともに、教師
自身が授業展開の中でその意義を意識して
取り組むようにした。 
〇児童・教師の家庭学習についての評価は
概ね良い。その内容を充実させていく指導
を行うことが今後の課題と考える。 
〇学力調査からの課題としてみえた学びの
意義や意欲の向上については、今後も授業
改善に取り組む。 
〇自主学習プリントを２学期より学級単位
での取り組みとしたが、取組状況に差があ
る。児童の自主学習の課題の一つとして定
着するよう指導していく。 
〇各学年の研究授業とその事前授業、２つ
の人権感覚育成プログラムの研究授業、人
権発表会での全クラスの授業公開と、全員
が１回以上、授業を見せる場を持った。授
業後は、学年や全員で協議の時間を持ち、
授業改善を進めた。 

〇家庭学習を充実させる。⇒良い取り
組みを紹介する。学習の仕方を示す。
家庭学習の振り返りをさせる。学校で
の学びを家庭で活用するような課題を
出す。 
〇学習意欲を向上させる。⇒授業改善
に取り組む。（説明中心の教師指導型
からの脱却。気づきの評価。話し合い
や考えを伝え合う活動。考え方の進め
方の手順を教える。意欲を向上させる
授業展開・活動の充実。） 
〇読書活動を充実させる。⇒教師と子
どもが一緒に読書する時間を確保す
る。好きな本の紹介や担任による読み
聞かせに取り組む。学級文庫を充実さ
せる。 
〇学校内外の良い授業を見る機会を計
画的に持ち、見て学んだことを全員で
共有していく。 

 

Ａ 

〇先生方の授業力に差を作らないためにも、是非
授業を見せ合い、良い指導方法を吸収してほし
い。 
〇教室や廊下の掲示物も見やすく、よく整頓され
ていて、学校全体が落ち着いており、工夫が随所
に見られる。 
〇児童の学習に対する取り組みがすばらしく、そ
れが学力調査等の結果にも表れている。 
〇学力調査から見えた課題の分析をしっかりとお
こなって取り組みに生かしてほしい。 
〇学力を身に付けるためには「考える力」を身に
付ける必要があると考える。家庭学習においても
考えさせる家庭学習の在り方を学校と家庭とで考
えていく必要がある。 
〇一人一人の子にあった家庭学習となるよう自主
学習の充実を進めてほしい。 
〇学習は時間ではなく、質。自分に合った効果的
な学習方法を見つけていけるとよい。 
〇読書活動の充実は、想像力の育成にもつながる
と思う。また、短時間でよいので、読書の時間を
持ってほしい。 

 

豊
か
な
心 

児童の自己
肯定感を高
める指導の
推進 

〇思いや自信、誇りを育む、異
年齢交流 
〇地域の一員としての自覚を高
める学校応援団の方を中心とし
た地域の人々との交流 
〇体験活動の充実 
○人権教育の視点を位置づけた
行事計画の作成と実施 
〇みんなのためになる委員会活
動・当番活動の推進 
〇自己指導能力を育てる積極的
生徒指導の推進 
〇家庭と連携した道徳教育の推
進 
〇学習や諸活動における「目標
の設定」→「ふりかえり」→→
「教師のフィードバック」→
「次の目標の設定」のサイクル
のもとの指導 
〇結果と共に、取り組みを評価
する児童への指導 

・道徳指導計画見直しと評価計画の
作成（作成中） 
・全学級の道徳授業の公開と保護者
等の授業への参観数（全クラスで年
１回以上保護者会での道徳の授業公
開を実施、保護者会の参加数平均
264 人） 
・月 1 回、週予定表に道徳の授業に
ついて掲載(実施) 
・埼玉県人権学習にかかる質問紙調
査〔６月・１２月〕⇒（H29 との比
較：自己尊重の価値に対する肯定的
な回答が 7 ポイント向上） 
・学校アンケート「心の教育」に関
する評価（肯定的な意見、教師：
100％、保護者 96.4％） 
・人権教育実践プログラムの実践
（2 つクラスでの授業研究会、3 つ
のクラスで人権教育発表会での授業
公開） 
・行事別人権教育指導計画の作成
（学校行事のねらいに人権教育の視
点を設け、共通理解ものと指導） 

B  

〇年間を通して、計画的に縦割り班での活
等を行った。 
〇学校応援団の方への感謝の気持ちを伝え
る場を作った。 
〇パラアスリートと交流する機会や、大豆
の栽培から加工して食する活動等、元オリ
ンピック選手の水泳指導等、様々な体験活
動を学習に生かすことが出来た。 
〇各教育活動のねらいの中に人権教育の視
点を入れたり、人権感覚を育むための教師
の姿勢を共通理解したりと、教師の意識を
高めたことが、児童の意識の変容につなが
った。 
〇学習や諸活動における PDCA サイクルの
確立は、場面によって差がある。指導のサ
イクルを意識できなかった場面では、児童
の取り組み状況も十分評価できていない。 
〇全クラスで、毎月１回の道徳の授業の活
動の様子について学習計画表で保護者に伝
えるとともに、年１回以上、授業参観の際
に道徳の授業を公開した。 

〇自分の気持ちを伝えられる児童を育
成する。⇒児童の良いところを見つけ
る。互いに認め合う。ソーシャルスキ
ルトレーニング等を行う。学級経営を
充実に努める。 
〇あいさつ・返事のできる子を育成す
る。⇒できている児童をほめる。大切
さを伝える。教師自ら行う。くりかえ
し指導する。家庭や地域と協力して指
導する。 
〇児童が「分かった」「できた」と思
える活動をする。 
〇縦割り班の活動を充実させる。幼保
との連携、中との連携を強化する。 
〇委員会を再編し、活動内容を見直
す。 
〇特別活動を中心に、児童が自分たち
で考え活動する場面を増やし、自主性
の高揚を図る。 
〇できたこと、伸びたことについて児
童へより良いフィードバックをし、意
欲や自信につなげる。 

 

Ａ  

〇あいさつについては、くり返し指導されている
ので進んでできるようになった子が多く感じる。 
〇学年が上がるにつれ、自分を持っている。活発
な子が増え、自己肯定感、思いやりの心が育って
いる。 
〇人権感覚育成プログラムの実践をはじめ、人権
教育に取り組んだ効果が上がっているように思
う。今後も継続していってほしい。 
〇いろいろな年齢の地域の方々とのコミュニケー
ションを増やすことで自分の存在意義や友達との
関係性、差別などを勉強することが大切かと思
う。 
〇豊かな心を得るには「見て、聞いて、感じて」
に働きかけなければならないと思う。高小は、い
ろいろな体験を通して、これらを実践していると
思う。もっと若い世代の協力を得てみることで、
もっと面白い活動ができると思う。 
〇道徳などで効果のあった事例を先生方で、しっ
かりと共有してほしい。 
〇先生でもない保護者でもない地域の方の善意で
行ってくれていることに対して、感謝の気持ちを
しっかりと持ってほしい。 

 

健
や
か
な
体 

健康な体作
りと体力の
向上 

〇子ども一人一人に運動する楽
さや喜びを味わわせることので
きる授業の実践 
〇教師の体育指導充実のための
研修 
〇新体力テストの結果をもと
に、学校の課題に対する指導
の実践 
〇朝マラソンやグーパー運動
等、授業や適切な運動の機会の
設定 
〇生活アンケートの実施と分析
のもと家庭と連携した生活習慣
作り 

・新体力テストの結果分析（各学年
平均８項目中 5 項目県平均を上回
る。） 
・なわとび、逆上がり、持久走、水
泳等のめあての自己記 
・５０ｍ走の記録の変化⇒柔軟性の
記録の変化（３㎝向上） 
・朝マラソンに取り組む児童の姿 
・健康生活チェック結果の向上 
・歯の治療率（永久歯の治療率
100％） 
・朝食欠食率（調査期間 6 割以上の
欠食 1.3％） 
 

B 

〇新体力テストの課題の一つであった柔軟
性について、家でできる柔軟運動に取り組
んだところ、記録の向上につながった。 
〇家庭の協力と校内での指導のもと永久歯
の虫歯の治療率１００％を継続している。 
〇なわとび、逆上がり、持久走、水泳等の
学習では、ワーク使途等を使い、自分のめ
あてを立ててその達成に向けて取り組め
た。 
〇元オリンピック代表選手による水泳指導
やマット運動の外部指導者による指導の機
会を持ち、児童の技術ともに、教師の指導
技術の向上につながった。 

〇体力づくりへ取り組む。⇒朝マラソ
ン等の取り組みの見直をする。個々の
技能に対応した指導に取り組む。授業
力を向上させる。 
〇業前の時間を活用し、集団行動や準
備運動等、体育の授業の基本的な活動
を全校で行うとともに、指導の仕方を
統一する。 
〇健康生活チェックの取り組み方を見
直し、生活リズムの確立のねらいのも
とより効果的な児童へのフィードバッ
クにつながるよう工夫する。 

 

Ｂ 

〇全校的に児童の体力が低下している。遊びの文
化（ゲーム、スマホなど）があるようなので学校
内だけでなく、家庭でも、放課後や休日の過ごし
方を見直していくべきかと思う。 
〇業前の運動タイムについて、積極的に取り組ん
でいただきたい。 
〇永久歯の治療率が１００％を続けているのは、
担任・養護教諭・家庭の協力がなければ達成でき
ない。すばらしい。 
〇できない子の底上げが必要。モチベーションを
上げる言葉かけをしていってほしい。 
〇昨年度より大きく伸びた児童の理由や取り組み
を発表する機会をもつことでその子自身にとって
も他の児童にとっても良いと思う。 



○校庭環境・運動用具の整備 
○歯磨き・手洗いの励行による
むし歯０と感染症予防 

※学校アンケート健康教育に関する
肯定的な評価：保護者 95.4％、教師
100％ 

〇朝マラソンや休み時間の外遊び等、よく
取り組んでいる 

〇「健康であること、健康であるために」という
基本的な部分をわかりやすく伝えるところから、
もう一度始めてみてはどうか。 
〇体力・忍耐力は大切なので、それに継続力をつ
け、自信につなげてほしい。 
〇生活リズムは生涯健康につながる。 

学
校
独
自 

地域に開か
れた学校づ
くりの推進 

○学校応援団・学校ボランティ
アの活動の活性化 
○地域の教育力を取り入れた授
業の充実 
○組織的学校ＨＰ更新と配信 
○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（５教
科・サマースクールへの学習支
援、環境整備、読み聞かせ、見
守り等、様々な場面で活動） 
・学校ボランティアの数（本年
度新たに１０名の協力者） 
・HP 更新回数（基本情報の更
新、８月～１２月の更新回数３
２回） 
 

B  

  
 A 

〇学校応援団として新たにサマースクール
の学習支援者を募り取り組んだ。多くの学
習を希望する児童に対し、対応することが
出来た。(昨年の約３倍) 
〇３年生の総合的な学習の時間で、大豆の
栽培から収穫後の活用まで、地域の方の指
導の下新たに行った。 
〇HP はトップページの情報を概ね新しい
ものにかえ、校内の更新手続きの流れを作
ったのだ。PC の OS の関係で、想定してい
た更新の流れが不可能となってしまった。
今の PC 環境での対応が難しく、次年度の
対応に思案中である。 

〇家庭や地域との連携を強化する。⇒
丁寧な情報発信する。地域を含めた学
校公開の機会を増やす。保護者や地域
の願いをつかみ、取り組んでいく。 
〇生活科・総合的な学習の時間の題材
として地域(人・物・場所等)を活用し
た学習活動を充実させる。 
 

  

Ａ 

〇サマースクールなどの学習支援を地域のボラン
ティアにまかせる形が取れると良い。 
〇学校の必要とする分野に地域の力を今まで以上
に活用していって、働き方改革にもつなげてほし
い。 
〇家庭や子どもたちに、改めてボランティアの
方々の活動の大切さを理解し、感謝の気持ちを大
切にしてほしい。 
〇情報発信には賛否両論あるかもしれないが、Ｓ
ＮＳなどの活用も効果的なのではないかと思う。 

組織をいか
した教育活
動の推進 

○特別委員会の再編成と活動の
活性化 
○全教師が有機的に関わる校内
研究 
○活動の「見える化」、データ
の「共有化」 

・教育活動にかかる教師を対象
にした新たな自己評価アンケー
ト（組織的な教育活動に関する
肯定的な評価 94.4％） 

A 

〇実態に合わせて特別委員会を再編した。
しかし、定期的に活動できた委員会と、十
分活動できなかったものとがある。次年度
に向けて、より活動しやすい組織に再編し
ていく。 
〇学校評価や学力向上等、学校の教育活動
をどうするかについて、全教師で意見を出
し合う機会を持つことで、本校のこれから
の教育活動についての意識が高まった。そ
こでの意見は次年度に生かしていく。 
〇会議資料や打合せ資料等事前に担当者が
入力する、画面で確認する等、データの共
有化やペーパーレス化へ、できるところか
ら移行している。活動の「見える化」につ
いては、本年度は提案資料等について、担
当者が変わっても困らないように「だれが
見てもわかる」内容となるように改善し続
けた。 

〇組織的な教育活動を強化する。⇒主
任任せにしない。組織の簡略化と役を
明確にする。 
〇校内の共有資料(紙・電子データ)の
保存方法を明確に示し、だれが見ても
わかるよう整理を進める。 
〇個々の教師の特技や経験を生かすこ
とや、個々の教師の特性を生かし伸ば
すことを大切にした校務分掌を割り振
る。 
 
 

 Ａ 

〇データの共有化やペーパーレス化への移行を積
極的に行っていることは評価できる。教職員の異
動や若い職員が増えるなか、今後も推進していっ
てほしい。 
〇無駄な時間を省き、先生方の負担を減らすこと
は、仕事の環境改善と子ども達への目を配る時間
を作るのに有効だと思う。 
〇「だれがみてもわかる」は素晴らしいと思う。
「誰もが同じにできる」も必要であろう。 

 


