
平成２７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 
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塚
脇
ス
ピ
リ
ッ
ツ
の
徹
底 

○塚脇スピリ
ッツ（挨拶・
言葉遣い・清

掃・整理整
頓・落とし物
0）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・落と
し物0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 

・挨拶   児童 88%▲  

保護者  82%▲ 

・整理整頓  児童  91%● 

  保護者 92%● 

・言葉遣い 児童  82%▲  

保護者  80%▲ 

・掃除   児童  54%▲ 

・落とし物0  児童 90%● 

 

【挨拶】 

 月のめあてに挨拶を設定したことで、児童の意識の向上が見られた。対教師に対しての挨拶
＋１の取組は、各学年とも＋１の内容を意識して指導していたので、目標を達成できていた。
しかしながら、児童どうしの挨拶については、まだ解決できていない。 

 また、挨拶のできるできないに個人差があり、できない児童に対しての指導の必要性を感じ
た。家庭や地域での挨拶も自分から進んでというレベルではなく、満足できる状況ではない。 

【整理整頓】 

 学級の引き出しや棚、・靴箱の状況を見ると、美しい状況を写真や絵で視覚的に捉えさらせる
ことで、自分のものはきちんと片付けられる習慣がついてきたようだ。 

【言葉遣い】 

 教師に対する言葉遣いについては、よくないときは言い換えをさせることで、１年生でも適
切な対応ができるようになった。しかし、児童どうしや家庭では、自分の気持ちを抑えきれ
ずに、きつい言葉を使ってしまうことがある。 

【黙って掃除】 

 掃除の状況は、○も含めた評価を基準にしていた。今回は◎にステップアップさせたことで、
課題が出てきた。 

【落とし物０】 

 おうちスピリッツの記名の取組もあって、落とし物の数は少なくなっている。しかし、０で
はないので、今後も記名の確認や全校集会での落とし物の紹介などを継続していく。 
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【挨拶】 

 朝、教室に入るときの「みんなおはよう」と、清掃時に集合
したときの「こんにちは」の挨拶、運営委員による挨拶運動
や評価など、児童の主体的な取組を通して、児童どうしの挨
拶の意識の向上を図る。 また、全校集会で教師による劇を
行い、善い挨拶のイメージを持たせる。 

 家庭や地域の挨拶については、帰りの会での１日の振り返り
の中で、自己評価させ、意識の向上を図る。 

【整理整頓】 

 トイレのスリッパが乱れていることが多かったので、運営委
員による呼びかけ運動を行う。 

【言葉遣い】 

 各学級で決めている「学級のちかい」を守ることと関連づけ
て、 

①友だちどうしや家での相手を尊重した言葉遣い 

②注意されたときやけんかなど、自分の気持ちの落ち着かせ方 

などについて学級指導を行う。 

【黙って掃除】 

 毎日の掃除で、◎の児童を紹介し、その善さについて理解さ
せ、自分の掃除に生かさせる。 

○回収・分析は大変だろうが、中間・期末とアンケート調査が行われ、
現状把握と課題克服のためには意義が大きいと思う。 

○各学年にあった挨拶指導の取組をしていることはいいことだと思う。 
○児童だけでなく、先生もよく挨拶をしてくれる。 
○登下校時に挨拶をする児童が増えてきたと感じるが、時々知らない人
だと思って返ってこないこともある。教師や親、地域の人の声かけが、
子どもの意識の変化を作るきっかけになるのではないかと思う。 

○対教師の挨拶や言葉遣いはよく守れていると思う。校外での挨拶は、
児童の性格や学年相応の恥ずかしさによって、徹底できないのはやむ
を得ないと思う。このような指導を受けたことが、経験として生きて
くると思う。 

○児童間の挨拶については、ラジオ体操の時などを見ると、個人差があ
る。 

○教師が全校集会で範例を示すことは、「求める像」が具体的に示される
のでとてもよい。教師や友だちどうしで、様々な挨拶でコミュニケー
ションがとれるようになるとよい。 

○いつも学校がきれいに掃除されていて、学習用具の整理もされている。
挨拶・清掃・整理整頓は定着してきている。児童たちが、塚脇スピリ
ッツは自分たちの自慢だ、という喜びの空気が広がってくると本物だ
と思う。 

○最近の児童はすぐに切れる。注意された時やけんかの時などの自分の
気持ちの落ち着かせ方を学級指導で行うのはとても大切なことだと思
う。 

○わになる木の取組は、いいアイデアだと思う。たくさん実がなること
を期待している。 

○おうちスピリッツは、家族全員で取り組むことが難しいのでまだまだ
のようだが、学校の取組が親を変え家庭を変えようとしている。児童
を育てる目標がお互いに持てるようになってきたことは大きな成果だ
と思う。 

○家庭と連携したおうちスピリッツの対策がとれるとよいと思う。 
○児童アンケート・保護者アンケートの「10時前就寝」「自立起床」「メ
ディア制限」については、相関関係があると思われるので、ＰＴＡも
含めて具体的な取組を一つに絞って活動するのもよいと思う。 

 

○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 

【家の人からほめられる】 

児童 84%→82%▲ 

保護者90%● 

【自分によいところがある】 

児童 83%→81%▲ 

○道徳の時間を中心に、カードにどのような内容を書けばいいのか、そのために友達に対して
どのような視点を持てばいいのか、具体的な場面を使って書き方の指導をした。 

 カードに書く時間を設定すると書くが、自主的に書いている場面はあまり見られなかった。 

○児童をほめるときには、まず教師がその児童のすばらしさに対する感動を素直に伝えること
で、ほめられた喜びやうれしさを実感させることができた。 

○帰りの会などで、日直の児童の善さの出し合いを行った。日直では回ってくる回数が少ない
ので、不満を持つ児童もいた。 
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○各学級のカードに対する取り組みの状況を、人権委員会や学
年・学級通信で紹介し、カードを書くことに対する意欲を高め
る。 

○児童のカード内容やほめられたことに対して、教師が取り上
げ、その児童の善さを学級の中で評価していくことが大切であ
る。 

 また、ペアやグループでほめることの出し合いを取り入れ、
お互いの善さを実感する機会を増やす。 

○家庭と連携して、おう
ちスピリッツを推進

する。 

○全校統一したおうちスピリッ
ツ（靴そろえ・挨拶・記名）に
取り組み、通信や広報誌で啓発
する。 

・○児童・保護者アンケートでの「お
うちスピリッツ」に関する肯定的評価
の割合９０％以上 

児童  79%▲  保護者  78%▲ 

○職員アンケートからもおうちスピリッツに関する取組不足が感じられ、児童や保護者の意識
を喚起することができていない。 
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○具体的取組にあげている通信での取組状況の報告や定期的
な自己評価を徹底し、おうちスピリッツに対する意識の向上を
図る。 

考
え
よ
う 

基
礎
基
本
の
定
着
と
活
用
力
の
向
上 

○玖珠町・県・
国の学力調

査における
国語・算数が
６０点未満

の児童の割
合を減らす。 

低学年→ 5% 

中学年→10% 

高学年→15% 

○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。 

○各調査結果を分析し、塚脇タイ
ムやジャンプアップタイム等
を活用して、低位層の引き上げ
のため補充学習を行う。 

○（学年＋1）×10分の学習時間
を徹底する。 

○町確認テストにおける60点未満の児童の割
合4月→6月 

１年1%●   ２年０%→3%● 

３年４%→2%● ４年６%→11%▲ 

５年20%→13%●  

６年21%→11%● 

○大分県学力状況調査（５年）における６０
点未満の児童の割合 

国語14.5%●  算数14.5%● 

理科12.7%● 

○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80％ 

児童 89%●  保護者 73%▲ 

○メディア制限２時間以内の児童８０％以上 

児童  73%▲ 保護者 67%▲ 

○各学年の家庭学習の時間や学習内容の定着に見合うような質と量を考えた課題を出している
ことは、学力調査や単元テストの結果などから効果があったのではないかと思われる。 

○４年生は音読と読書に一緒に取り組むカードを作成した。児童だけでなく保護者もおうち読
書に対する関心が高まった。 

○学年に応じて通信やＰＴＡで、学習時間についての話題を取り上げ保護者へ呼びかけたり、
学習時間やノーメディアについての自己評価を記録させたりしたことで、家庭学習に対する
日常的な意識は高まってきた。 

○休日の学習時間が少ないため、保護者は決められた学習時間が守られていないと感じている。 
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○学習時間を守っているか（足りない時間は読書をする）、宿
題をきちんと（ていねいな字で最後まで）やっているか、な
ど家庭学習の質を上げていくように取組を発展させる。 

 また、児童による自己評価については継続して行い、頑張っ
ている児童を全体の場で紹介したり、家庭と連携したりする
ことで、宿題を忘れずにする意識をさらに高めていく。 

○休日は計画的に学習をしたり、読書にも取り組んだりするよ
うに働きかける。 

○全職員で基礎基本のため取り組んでいることが好結果を出していると
思う。低学力の児童の指導にも力を入れていることも、当たり前のこ
ととはいえありがたい。児童の学力は家庭の生活リズムと大きく関わ
っているので、ハイジ運動・おうちスピリッツ・ノーメディアの推進
が大きな鍵になると思う。 

○学級・学年のレベルの維持とアップには、低位層を作らないことが第
１条件なので、達成指標内に収められていることは一人ひとりを大切
にする実践の成果が出ている。 

○家庭学習に音読が位置づけられていることで、家庭の協力が得られる
ようになると思う。 

○読書に対する意欲が、学習にも生かされるようになるとよいと思う。 
○４年生の取組はとてもよい。低学年でも取り入れれば、保護者とのつ
ながりもでき、塚脇スピリッツの取組もできる。 

○家庭学習・メディア利用時間などは、１校のみの取組では広がりや定
着が難しいので、家庭や地域（玖珠町）を含めての取組が必要とされ
る。 

○学年の家庭学習の時間が守れるように、宿題の量がよく考えられてい
ると思う。 

○単元を貫く言語活動では、各学年ごとに教材を決め、それらの取組を
調べ発表し合うことで、児童の学習意欲が高まっていると思う。 

○言語力・読解力は、全ての教科の基本になるもので、図書館活用や百
マス作文などの取組は評価できる。 

○百マス作文は書くだけでなく、みんなで認め合うことで、本人の意欲
をかき立てることにつながると思う。 

 
 

○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。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。 

○各学年とも単元を貫く言語活動を位置づけた授業実践に取り組んだ。一人ひとりの児童が、
よりよい言語作品づくりに向けて、意欲的に表現（発表する・読む・書くなど）することがで
きた。また、ペアトークや話し合いでは、友達の活動に意見を出したり助言をしたりして、協
力して学習に取り組んでいく姿も見られた。 
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○単元でねらう「つけたい力」を確実につけるために適した言
語活動や並行読書の本の選定について研究を深め、つけたい
力・言語活動・並行読書のつながりを明らかする。 

○語彙力をつけるため、
幅広い読書活動を推
進する。 

 

○おすすめ２５選の図書を推薦
し、一人１００冊以上の読書に
取り組む。 

○条件付きの百マス作文を５分
以内で書く指導を行う。 

○１人年間貸出冊数100冊以上 

１学期平均→ 35冊 

○漢字 

・期末のテストで「読み」では90%以
上、「書き」では80％以上 

【読み】91%●【書き】80%● 

○読書通帳・おすすめ25選の取組により全体的には読書量は増えているが、学年差や個人差が
ある。 

○百マス作文については、どのアンケート項目も向上が見られる。最終的に「作文がすき」の
児童の割合を達成できるよう取組を続けていく必要がある。 

○百マス作文の達成状況 

・100文字以上書ける児童の割合90%以上 →84%▲ 

・使った漢字の数20字以上→20字● 

・条件に合う文章を書ける児童の割合90%以上 →83%▲ 

・児童アンケート「作文がすき」の肯定的評価80%以上→72%▲ 
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○25 選を読破した児童の紹介の場を増やしたり、朝読書で教
師も一緒に本を読んだりすることで、読書の時間だけでなく日
常的に図書館に足を運ぶよう、児童の読書活動に関わってい
く。さらに、おうち読書にもつなげていくようにする。 

○百マス作文コーナーに掲示されることの意義を伝え、掲示さ
れることを励みに思えるように活用する。 

き
た
え
よ
う 

体
力
向
上
と
安
全
管
理
の
徹
底 

○新体力テス

トの低水準
項目（握力・
上 体 起 こ

し・反復横跳
び・ボール投
げ・立ち幅跳

び）を全国平
均達成率を
50％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。 

○学期ごとに取り組む体力づく
りを決め、運動に自主的に取り
組む児童を増やす。 

1学期・・・サーキット 
2学期・・・マラソン 
3学期・・・なわとび 

○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  81%▲  保護者 89%▲ 

○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 85%▲ 

○児童・保護者アンケートのハイジ運
動の項目に関する肯定的評価の割合
90%以上 

・８時間睡眠 児童79%▲ 

      保護者87%▲ 

・自分で起きる 児童73%▲ 

       保護者56%▲ 

○場を設定したが、自主的に取り組んでいる児童は、低・中学年に数名しかいなかった。また、
雨の日が続き、なかなか時間の確保が難しかった。 

○体力アップコーナーとして設定した握力は、校舎内ということもあって取り組んでいる児童
が多かった。用具の貸出についても悪天候のため思うように実施できなかった。 
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○握力と同じように、児童が日常的に取り組めるような体力ア
ップコーナーを作り、運動に対する興味・関心を高める。 

○運動会やマラソン大会を視野に入れて、走の運動を中心に取
組を徹底させる。 

○児童たちも挑戦できるような体力づくりの形が計画できると、児童も励みになる。 
○レクリエーション的な活動の中で、児童の体力が向上されるような取組が必要では
ないか。 

○運動環境の整備は、地区にも安全で安心して過ごせる場所の整備が必要とされる。 
○水泳指導は天候に左右されるので、成果を上げるのは難しいと思う。 
○体力アップコーナーを作り、校舎内でも運動ができるようにしているので成果が出
ると思う。また、指導法についても、研修や実技講習を定期的に行うことはよいこ
とだと思う。その中で、基本やルールを教えて欲しい。 

○体力向上に学校をあげて取り組み、児童たちに意識づけることが大事。６年間の間
に、きっと「きたえよう」の成果が上がると思う。 

○サーキットを新しく取り入れ、変化を持たせたことで、児童も楽しみながら体を動
かせていると思う。 

○目標を決めて努力することで、自分を管理できる力が付くと思う。 
○生活が便利になり遊びもゲーム化しているので、児童の体力が気に掛かる。中学校
との交流授業があっているようだが、技能教科は小学校も専科制になるとよい。 

○ハイジ運動の定着には、学校・家庭が追求すべき大切な要素があるので、粘り強く
取り組んで欲しい。 

○基本的生活習慣の確立は、気長に持続することで定着すると思う。保育園・幼稚園
を含めた地域での取組が必要なので、話し合いの場を作ってはどうか。 

○体育における指導法
の工夫・充実に取り組
む。 

○体力テストの低水準項目向上
のための統一した準備運動や
サーキットを授業で行なう。 

○教職員研修や実技講習を定期
的に行う。 

○サーキットについては授業でどの学年も実施できた。単純な動きではあるが、動きや記録が
向上していることを感じている児童が多く、意欲的に取り組んでいた。準備運動の一環として、
児童にも定着してきている。 

○昨年度の体力テスト結果を体育館に掲示したことで、目標を持ってテストに取り組んだ。 
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○体力テストの結果をもとに、低水準種目の向上に適したサー
キットトレーニングを再考し、1学期同様取り組んでいく。 

○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時間睡眠・自分で起きる）
を年間３回実施し、結果を家庭
に知らせる。 

○児童・保護者アンケートの結果から、3 年目に入ったハイジ運動の取組が少しずつ定着して
きていることがわかった。しかしながら、8 時間睡眠や自力起床のポイントはまだ低く、さら
に意識を高める必要がある。 3 

○各学年・学級でのハイジカード期間以外のチェック活動を徹
底する。 

○２学期末ＰＴＡやＰＴＡ広報紙を通じて、結果を公表し、さ
らにハイジ運動に対する関心を高める。 

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 



 


