
平成２８年度 自己評価及び学校関係者評価書【 ２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 

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。 

○毎月１回，職員による校内あいさつ運動

を行う。 

○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…中間91.8％→期末90.6%↑●  保護者…82.8%↓▲  

【ていねいな言葉遣い】 

児童…中間86.3%→期末89.4%▲   保護者…86.4%↓▲ 

『あいさつ』 

○児童については目標を達成できた。4月から10月まで生活目標をあいさつに絞ったこと・職員・児
童（委員会・学年）によるあいさつ運動がよかった。 

『言葉づかい』 

○児童についてはとあと尐しのところであった。 

３ 

○あいさつは各学年の取り組みを継続して行っていく。         

○言葉づかいについては，全校集会・塚スピ通信・学年集会・学級での呼びかけを行っていく。 

○言葉遣いについての学級指導を行う。 

○呼び捨てをせず，友達はさん付けでよぶように指導する。 

○高学年に対する意識づけを強化する。 

○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９０％以上 

【友達からほめられる】 

児童…中間85.9%→期末93.4%↑●  

【先生からほめられる】 

児童…中間86.3%→期末90.9%↑● 

【家の人からほめられる】 

児童…中間85.2%→期末87.0%↓▲  保護者…95.1%↑●  

【自分に長所がある】 

児童…中間90.8%→期末91.8%↑● 

○児童については，「友達からほめられる」「先生からほめられる」「自分には長所がある」は目標達成
できた。各学年の取り組みの成果によるものである。「家の人からほめられる」は目標達成できなかっ
た。家庭でほめられることが低いことが課題である。 

３ 

○家庭でほめたり，認めてあげたり，感謝したりすることを通信等で促していく。 

○わになる木の各学年の取り組みを継続していく。 

○集会や学級指導を通して，児童のがんばりを伝え広める。 

○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】77.9%↓▲ 

○各学年ＰＴＡ懇談会の中で広報部を中心におうちスピリッツを話題にし，各家庭で行っているこ
と・困っていることの交流を行った。 ４ 

○広報誌でお知らせをして，工夫や困りを全家庭共通のものにしていく。  

○PTAで重点的に取り組めるように，取組内容を学期に一つにしぼる。  

○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。 

 ○挨拶はできるようになってきたが，挨拶の声が小さい子どもや目が合わない子どもがいる。 
４ 

○今後も継続して取り組む。 

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（10月） 

1年:93.7(93.1)● 2年:84.7(85.8)▲ 3年:79.5(84.2)▲ 

4年:76.4(76.3)● 5年:67.1(73.7)▲ 6年:74.9(75.1)▲ 

○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（6年）：本校 県 全国 

  国語A：72.0 72.7 72.9  算数A：81.6 77.9 77.6 

  国語B：61.3 58.2 57.8  算数B：47.6 46.7 47.2 

○学年で決められた家庭学習の時間を守っている児童90％：93.1%↑● 

○メディア制限２時間以内の児童80%以上：82.8%↑● 

○テレビを見ないで学習する児童90%以上：92.2%↑● 

○家で本を読んでいる児童の割合90%：90.6%↑● 

○各学年の学習時間に見合う宿題の量と，子どもたちの課題に応じた内容（初見の文章の読解プリン
ト，新聞ワーク，算数の弱点補強等）を工夫して出していくことができた。 

○漢字の習熟に課題が見えてきたので，新出漢字が全て終わった後の習熟，定着に力を入れていく。 

○学年に応じて，音読書カードや生活時間カードにノーメディアの項目を入れて取り組んだことで，，
子どもたちも意識するようになってきた。 

○ノーメディアが守れていない子どもに対する個別の指導が十分でない。 ３ 

○漢字ドリルを繰り返し練習させるだけでなく，学年末は，書き込み式のプリント等で，子どもたち自身に習熟で
きていない漢字をチェックをさせ，練習させていくなど，各学年で工夫していく。 

○守れていない子どもに対しては，更に個別に話をしたり，家庭にも協力をしてもらう働きかけをしていく。 

○低位層の児童に対し，それぞれの困りに対応できるようにジャンプアップ学習や補充学習の内容の改善を行う 

○ノーメディアに対し，意識が継続できるように指導を続ける。 

○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 
   中間93.8%→期末94.8%↑● 
○自分の考えを発表している児童の割80%以上 
   中間77.7%→期末79.4%↓▲ 

○言語活動を設定した授業は，計画通り実施してきた。 

○授業の中に，ペア，グループ，全体交流の場を設定した授業が多く見られるようになった。有効で
あったかを提案授業の中などで，検証し，次につなげることができた。 

３ 

○言語活動においては他学年との交流を行ったり，校内だけでなく保護者・地域の方々にも評価をいただけるよう 

に生産物の展示を工夫したりして，相手意識を持ったout put心がける。 

○今後も，日常の実践の中に，より効果的にペア，グループ，全体交流の場を設定していく。 

○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：80.8%↓▲ 

○メディア制限２時間以内の児童８０％以上 

保護者：75.7%↓▲ 

○テレビを見ないで学習する児童90% 

保護者：78.1%↓▲ 

○家で本を読んでいる児童90%以上 

保護者：75.0%↓▲ 

○研修部が各家庭に学習習慣とメディアについてのアンケートをとり，集約した。その結果から，期
末ＰＴＡ学級懇談会のテーマにし，家庭学習の取組やメディア制限・ノーメディアの取組の交流を行
った。また，子どもが意欲を持って学習に取り組めるような効果的な声かけ・励ましを心がけるよう
に確認した。 

４ 

○保護者からの取り組みを今後も継続していくことが大切である。 

○メディア制限と学習時ノーメディアの取組の意識を高めるために，音読書カードや学習時間記録表で，家庭での 

学習時間を記録させ,保護者にチェックしてもらう。 

○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。 

 ○計画的・継続的に補充学習を進めている。 
４ 

○今後も継続して取り組む。。 

き
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体
力
向
上
と
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全
管
理
の
徹
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○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：中間91.2%→期末88.2%↓▲  

保護者：88.0% 

○児童アンケート（運動が好き）での肯定的評価の割合９
０％以上 児童：中間88.5%→期末93.3%↑● 

○低体力層（体力総合評価D・E層）の割合を２５％以下に
する。 

○運動経験の蓄積を目指し，単元・領域に必要な動きづくりを中心としたサーキットトレーニングに
取り組んだ。２学期は，マットや跳び箱のための動きづくり行なったが，技につながる動きをサー
キットとして準備運動に導入したことで，それぞれの技の学習や練習がスムーズに行なうことがで
きた。しかし，場の準備に時間を要するため，毎時間サーキットを実施できた学年とそうでない学
年があったため，準備物や場の簡素化が必要であった。 

○マラソンカードを活用し，休み時間の運動の日常化と習慣化を図ったが，カードを４種類にしたこ
とで次のカードへ進むことの楽しさもあってか，休み時間に走る児童が多く見られた。１枚目のカ
ード（運動場８０周）の達成率は，昨年の１０１人から２９６人に増えた。 

○体力テストの再計測ができなかったので，３学期に実施し，次年度につなげる。 

３ 

○なわとびと，ボールを使ったサーキットを３学期に実施する。 

○今年度の新体力テストの結果から，低水準項目の解消に向けた取組を行ない，今年度中に再測定を行なう。  

○月ごとに取り組む体力づくり期間中に，児童が自主的に行なうための環境整備や呼びかけなどを各学年で行な
う。  

○運動に取り組むための意欲化を図り，体力向上の基盤となる生活習慣の改善を図る。 

○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】中間80.9%→期末82.2%↑● 
【自分で起きる】 中間73.3%→期末74.2%↓▲ 

○休み明けの９月と１１月にハイジカードによる調査を行ない，９月からは学年独自の取組項目を１
つ設定して取り組ませた。 

○項目を各学年で決め，音読カードや連絡帳に記入をさせたり，学年集会で呼びかけをするなど，ハ
イジカード期間以外の取組ができた。 

３ 

○１月・２月にハイジカード調査を行い，結果を分析し，体安・学年・学級通信を通して結果を保護者に公表する。
○達成率の低い項目については，次回以降の重点的に取り組む項目として学年ごとに設定する。 

○調査結果を受けて，振り返りをさせたり，ハイジカード実施期間以外にも学年・学級独自の生活習慣調査や学年 

集会等での評価を行ったりする。 

○各学年で生活リズム表の取組を継続させる。 

○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】85.4%↑● 【自分で起きる】56.5%↓▲ 

○９月のハイジカードは，環境整備厚生部の保護者に集計をお願いした。集計をお願いしたことで担
当になった保護者を中心に意識が高まった。また，集計結果をもとに，PTA 懇談会資料を作成し，各
学級で意見交換を行うことができた。集計結果は，体安通信でお知らせをした。結果から，家庭への
啓発はまだできていないレベルと考えられるため，他のＰＴ同様の活動をする必要がある。 

３ 

○２学期末ＰＴＡでは，学級懇談会での議題にはしなかったため，学年末ＰＴＡでは，保護者同士の交流ができる 

場を作る。 

 

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 


