
平成２８年度 自己評価及び学校関係者評価書【 １学期 】   玖珠町立〔  塚 脇 小  〕学校 
 

１ 本年度の教育目標 

 

２ 本年度の重点目標 

 
３ 評価結果 
重点 

目標 
達成指標 重点的取組 取組指標 

評価指標 

（評価指標以上●未満▲） 
達成状況・成果・課題 

評
価 

改善策 学校関係者評価 

つ
な
げ
よ
う 

塚
脇
ス
ピ
リ
ッ
ツ
の
徹
底 

○塚脇スピリッツ

（挨拶・言葉遣

い）の徹底を図

り、児童アンケ

ートの肯定的評

価90%以上を目

指す。 

○自己肯定感に関

する児童アンケ

ートの項目の肯

定的評価90%以

上を目指す。 

○挨拶・言葉遣いを柱に、塚脇

スピリッツの充実を図る。 

○塚脇スピリッツの各項目を月目標に設

定し、年間 5 回のアンケートを実施す

る。 

○児童・保護者アンケートでの肯定的評価の割合９０％以上 

【誰にでも自分から挨拶】  

児童:88.4%（5月）→91.2%（7月）●  

保護者：85.0%（7月）▲  

【ていねいな言葉遣い】 

児童：82.9%（5月）→87.3%（7月）▲ 

保護者：82.1%▲ 

○すべての学年で教師にはよくできているが、友達同士ではあまりできていない。 

○言われたらするが、自分から進んでするが弱い。 

○アンケート結果からは子どもなりに、できていると評価している。 

○職員でのあいさつ運動はよかった。 

○委員会による挨拶運動も子どもたちに挨拶の輪が広がりよかった。 

３ 

○前面・入り口に掲示し広がるようにする。 

○教師主導ではなく子どもたちから自主的にできるよう集会を工夫する。 

○相互評価・あいさつ練習を行う。 

○いつ学校へ行ってもきれいに整理整頓されていて，挨拶の声も明るい 

○あいさつについて，学校では十分できているといえるが，地域ではあ

いさつの声が小さい。 

○自己肯定感に関するアンケートでは目標の 90%には達していないが数

値の向上が見られる。 

○児童と保護者ではアンケート結果に温度差が感じられるが，児童が自

信をつけてきていることが見て取れる。 

○ＰＴＡの取組が盛んになり，より広がりが見られてきた。いっそう連

携を深めていけるとよい。 

○塚脇スピリッツ・おうちスピリッツともに定着が見られる。 

○各学年の実態に応じて、お互

いの良さを認め合う場を設

定する。 

○授業・集会・通信などで児童の善い姿を

紹介し、学期ごとに「わになる木」にま

とめる。 

○児童・保護者アンケートでの自己肯定感に関する肯定的評価の割合９

０％以上 

【友達からほめられる】 児童:81.1%（5月）→84.8%▲  

【先生からほめられる】 児童：81.3%（5月）→89.6%（7月）▲ 

【家の人からほめられる】 児童:80.8%（5月）→83.0%（7月）▲ 

保護者：92.0%  

【自分に長所がある】 児童:85.4%（5月）→90.5%（7月）● 

○書く時間がとれずなかなか書けなかった。 

○たくさん書いて視覚的にも見える形で取り組めた。 

○貼る場所がなく、次々 と換えていた。 

○ペア・グループの活動を取り入れお互いのよさを実感する機会を増やすことができた ３ 

○書く時間の確保 

○書いたものを残し視覚的にもわかりやすくする。             

○引き続きペアやグループでの活動を取り入れていく。 

○PTA 広報部を中心に，家庭

での挨拶・靴そろえ・記名の

取組を推進する。 

○おうちスピリッツ標語のポスターを作

成し，各家庭に配布する。 

○期末PTAで意見交換会を行う 

○保護者アンケートでの肯定的評価の割合９０％以上 

【おうちスピリッツ】:83.9%▲ 

○ＰＴＡ懇談会の中で広報部がリーダーシップをとり、「おうちスピリッツ」について

の話し合いをもつことができた。 

○各家庭の様子が交流でき、効果的な方法などをもとに２学期に実践していく。 
３ 

○各家庭の様子が交流でき、効果的な方法などをもとに２学期 

に実践していく。 

○地域（CS会議）であいさつ

のできる児童を育成する。 

○月 1 回の登校指導などの機会を利用し

て挨拶した児童をほめる。 

  
３ 

○地域での挨拶の声が小さいので，大人から声をかける。 

考
え
よ
う 

基
礎
基
本
の
定
着
と
活
用
力
の
向
上 

○玖珠町確認テス

トにおいて，全

ての学年で町兵

員を上回る。（全

学年） 

○玖珠町学力調査

において，全て

の学年・教科で

期待正答率を上

回る。（全学年） 

○県学力調査及び

全国学力調査に

おいて，全ての

教科で県平均を

上回る。（５，６

年） 

○全国学力調査に

おける国語・算

数 A 問題で 50

点未満の児童の

割合を 10%未満

にする。（6年） 

○全職員で基礎基本の定着を

図る。 

 

○家庭での生活時間を見直し、

家庭学習習慣を定着させる。 

○読解力向上のため，週1回以上読解プリ

ントや新聞ワークを取り入れたドリル

の時間を設定する。 

○（学年＋１）×10 分の学習時間を守れ

ているか個人カードを作り，振り返りを

する。 

○町確認テスト 

1年：         6月 97.4点（97.2） 

2年：4月 91.8（90.2）→6月 87.6（88.6） 

3年:4月 86.1（87.6）→6月 81.9（86.4） 

4年:4月 82.0（82.4）→6月 74.7（74.9） 

5年:4月 78.9（76.8）→6月 74.7（74.9） 

6年:4月 79.1（78.2）→6月 79.6（80.1） 

○町学力調査 

○県学力調査（5年）：本校（県平均） 

 国語：80.5（74.3） 算数：81.5（72.0） 理科：80.0（72.4） 

○全国学力調査 

○学年で決められた家庭学習の時間を守っている児童90％：92.8%● 

○メディア制限２時間以内の児童８０％以上：74.2%→82.1%●    

○テレビを見ないで学習する児童90%以上：88.9%→89.2%▲ 

○家で本を読んでいる児童の割合90%：80.0%→84.4%▲ 

○町確認テストでは、、５学年で町平均を下回った。ポイントはわずかな学年もあるが、

全学年で日常の取組、特に課題の出し方や塚脇タイム、ジャンアップ学習の取り組み

方を苦手領域克服に向けて、検討する必要がある。 

○すべての学年で読解プリントや新聞ワークに取り組むことができた。内容の吟味をし

ながら継続していく。 

○学習時間に見合う課題を出していたので、各学年学習時間が達成されていった。 

○学年に応じてメディア関係をチェックする内容を入れて、生活カード、音読書カード

などを作成した。自分で生活を見直したり、家の人にサインをもらったりすることで

意識が向上してきた。 

 

３ 

○算数は、日常の課題や塚脇タイム、ジャンプアップの中に、進度に沿っ

た内容と合わせて、弱点克服になる領域を入れていく。 

○メディアチッェク後の個人指導や保護者への発信（通信や懇談会）をし

ていく。 

 

○町確認テストが町平均を下回っていることが気になる。 

○読解力向上が学力向上の近道であることから，音読・図書館利用など

工夫を凝らし考えさせる授業を提案している様子がうかがえる。 

○新聞ワークを取り入れたことはとてもよいと思う。 

○授業にペアやグループでの学び合いを取り入れておることはとてもよ

いと思う。 

○家庭学習について，先生方は工夫して取り組んでいる。 

○保護者と連携して家庭学習を習慣化する取組に頭が下がる。 

○学習時間やメディア制限の取組はとてもよいと思うので継続してほし

い。 

○ＰＴＡ研修部の取組により学校と家庭が一体となり取組を進めている

ことはとてもよい。 

○アンケート結果で児童と保護者に差があることから，保護者はそれほ

ど守れていないと感じでいる。 

 
 

○児童が自分の考えを表現す

る言語活動を仕組む。 

○各教科の中で，言語活動を計画的に取り

入れる。特に国語においては，学期に1

回以上，単元を貫く言語活動を取り入れ

た授業（図書館活用を含む）を行う。 

○1時間の授業の中に考えづくりや個の考

えを深化拡充するような交流の場を設

定する。 

児童アンケートにおいて 

○自分の考えを持てている児童の割合90%以上：91.3%→92.8%● 

○自分の考えを発表している児童の割合80%以上：73.4%→80.5%● 

○図書館を活用した授業実践にすべての学年で取り組むことができた。提案授業をした 

学年は、ブロック研究ができ、幅広い学習になった。ブロック研修や単元づくりをす 

る時間を研修の中でも確保していく必要がある。 

○授業の中で、考えづくりの場やペア、グループなどでの交流の場を意識して設定した 

ことにより、子どもたちの発表への意識が高まってきた。 

３ 

○校内研修の中にブロックや学年部の時間の保障をしていく。 

○学年に応じた設定の仕方やより効果的な交流場面の取り入 

れ方を考えていく。 

○PTA 研修部を中心に，宿題

を忘れずにして，学習時間を守

るようにする。 

○子どもへの徹底を図るためにメディア

制限と学習時ノーメディアの取組目標

を各学年で決める。 

○期末PTAで意見交換会を行う 

保護者アンケートにおいて 

○学年で決められた家庭学習の時間を守っている児童の割合 90％ 保

護者:83.6%▲ 

○メディア制限２時間以内の児童８０％以上 

保護者：72.8%▲ 

○テレビを見ないで学習する児童90% 

保護者：78.6%▲ 

○家で本を読んでいる児童90%以上 

保護者：73.5%▲ 

○ＰＴＡの懇談会の中で研修部がリーダーシップをとり「メディア制限」についての話

し合いを持つことができた。それぞれの家庭での様子や効果的な方法などの交流ができ

た。ＰＴＡの後、研修部から全家庭へ話し合いの様子を手紙にして発信し、還流した。 

３ 

○交流の結果をもとに、各学年（家庭）で実践していく。 

○地域ボランティアによる寺

子屋学習に取り組む。 

○毎週月曜日の放課後，２・３年生を対象

に補充学習を行う。 

  
３ 

○継続して補充学習に取り組む 

き
た
え
よ
う 

体
力
向
上
と
安
全
管
理
の
徹
底 

○新体力テストの

全国平均達成率

を70%以上にす

る。 

○基本的生活習慣

（8 時間以上睡

眠，自力起床）

の児童・保護者

アンケートの肯

定的評価を80%

以上にする。 

○運動環境の整備・充実に取り

組み、運動の日常化・習慣化

を図る。 

○体育における指導法の工

夫・充実に取り組む。 

○体力テスト結果の向上や，多様な体の動

きを経験させるための統一したサーキ

ットトレーニングを授業で行なう。 

○運動に自主的に取り組む子どもを増や

すために月ごとに取り組む体力づくり

を決める。 

○教職員研修や実技講習を定期的に行う。 

○新体力テストの全国平均達成率70％以上 

○児童・保護者アンケート（体力づくりに取り組んでいる）での肯定的

評価の割合９０％以上 児童:85%→86.7%▲  保護者:91.8%●  

○児童アンケート（運動が好き）での肯定的評価の割合９０％以上 

児童:89.2%→91.6%● 

○低体力層（体力総合評価D・E層）の割合を２５％以下にする。 

○どの学年においても、多種多様な動きの経験と、身体の使い方と動き方を意識させる

ことを目指した運動やサーキットトレーニングを実施することができた。３年生以上

は、ボール投げに力を入れ、低水準解消につなげるために運動量を増やしたり指導時

間を多くしたりした。また、独自の運動（長縄、コーディネーショントレーニング等）

を実施した学年や学級もあった。 

○全校での月や週ごとに取り組む体力づくりは実施できなかったが、各学年で休み時間

での外遊びの呼びかけを行なったり、学級レクの設定をしたりするなど、遊びや運動

時間の拡充につなげることができた。 

３ 

○月ごとに取り組む体力づくり期間を実施し、運動の日常化・習慣化につ

なげる。 

○休み時間の外遊び人数の調査ができておらず、実施どれくらいの児童が

外遊びをしているのかや運動愛好度の二極化が本校にあるのかどうか

が把握できていない。２学期からは、外遊び調査を実施し、人数やして

いる遊びや運動の把握を行い、運動環境整備につなげる。 

○体力テストで実態把握ができたので、２学期以降のサーキットトレーニ

ング内容を再考する。低・中学年は、引き続き運動経験の蓄積を目指し

た運動に取り組み、高学年は、児童が自己の体力を考えて運動を選ぶサ

ーキットトレーニングにも取り組んでいく。 

○昨年と比較し，達成率を 20%向上する指標にしているが，現行の時間

で成果が上がるか疑問である。 

○運動の経験を積ませるために多種多様な動きを取り入れたサーキット

トレーニング，2学期からの休み時間の外遊びや運動の調査，運動環境

整備が成果につながることに期待する。 

○家庭での生活習慣の充実が必要不可欠であると思う。 

○ハイジカードや生活リズム表などの取り組みにより成果が見られる。 

○家庭との連携を進めることで，更なる成果が期待できると思われる 

 
○家庭と連携して体力向上の

基礎となる基本的生活習慣

の確立に取り組む。 

○家庭における生活習慣実態調査（8時間

以上睡眠・自力起床）を年間3回実施す

る。 

○児童アンケートでの肯定的評価の割合８０％以上 

【8時間睡眠】81.2%→84%● 

【自分で起きる】72.5%→77.7%▲ 

○５月と７月にハイジカードによる調査を実施し ５月の結果はこれまでからの上昇

は見られなかったもの、自力起床に対する意識は児童も保護者も向上している。 

○ハイジ運動期間以外にも、通信での呼びかけや学年集会で挙手による調査と呼びか

け、音読カードに自力起床できたかを書かせるなどして、ハイジ運動に対する日頃から

の意識づけをした学年もあった。 

○生活リズム表では、睡眠時間や自力起床にメディアや宿題時間の調査を加えての取り

組みができた学年があった。 

３ 

○引き続き、ハイジカードと生活リズム表の取り組みを継続し 

ていく。 

○PTA 環境整備部を中心に，

ハイジ運動（8時間睡眠・自

力起床）の取組を推進する。 

○就寝・起床・食事の正しい生活リズムの

定着を図るために，学年に応じた生活リ

ズム表をつくる。 

○期末PTAで意見交換会を行う 

○保護者アンケートでの肯定的評価の割合８０％以上 

【8時間睡眠】88.5%● 

【自分で起きる】58/9%▲ 

○５月のハイジカードでは、これまで学校とＰＴでしてきた結果集計や体安通信に掲載

する感想選びを部会保護者で行ない、ＰＴＡが中心となっての啓発活動につなげる一歩

を踏み出すことができたのは成果である。 
３ 

○２学期以降は、結果集計と感想選びに加え、部会保護者の結 

果分析や感想の掲載による啓発活動を行なう。 

自ら学び考え 行動する児童の育成 ～つなげよう 考えよう きたえよう そして わになろう～ 

○つなげよう ⇒ 塚脇スピリッツの徹底   ○考えよう  ⇒ 基礎基本の定着と活用力の向上   ○きたえよう ⇒ 体力向上と安全管理の徹底 


