
                平成２７年度 自己評価書【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    ※下線は２学期新たな取組 

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▲1学期以上↑）） 

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・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 90%→88%→93%→92%●   保護者 82%→84%▲↑ 

【整理整頓】 

児童 94%→91%→92%→92%●↑   保護者 92%→92%● 

【言葉遣い】 

児童 82%→86%→88%→88%▲↑   保護者 80%→81%▲↑ 

【黙って掃除】 

清掃反省カード◎の児童の割合 54%→76%▲↑ 

【落とし物0】  

児童 95%→90%→93%→92%●↑ 

○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 72%→74%→78%→85%▲↑ 

【先生からほめられる】児童 81%→82%→80%→86%▲↑ 

【家の人からほめられる】児童 84%→82%→78%→84%▲↑ 

保護者 90%→92%●↑ 

【自分によいところがある】児童 83%→81%→82%→86%▲↑ 

○児童・保護者アンケート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   78%→79%→80%→83%▲↑ 

保護者  78%→78%▲ 

○教室入室時の挨拶については、入口に掲示したり、担任が児童の登校
を教室で待ち、声かけをしたりして、少しずつ定着しつつある。中学

年では、ハイタッチ挨拶を取り入れた結果、児童同士挨拶は盛り上が
りを見せた。ただ、同学年ではできるが、異学年となるとなかなか難
しい状況がある。 

○６年は職員室入室の際の挨拶＋１を徹底した。児童なりに天気や行
事・季節など、＋１の内容を考えていた。 

○帰りの会で、児童一人ひとりの長所を出し合ったり、班でお互いのが

んばりを認め合ったりする活動を通して、自己肯定感の評価指標の割
合が少しずつ上がってきている。今後も継続して、このような場を作
っていく。 

○学級内だけでなく、委員会活動や清掃の場でも、児童の活躍を教職員
ができるだけ誉めるように心がけてきた。 

○「わになる木」の取組は、まだ児童の自発的な活動にまでは至ってい

ない。 

○おうちスピリッツについては学年集会・ブロック集会、連絡ノートで
チェック活動を行ってきた。児童のいきは少しずつ高まってきている。 

3 

○清掃時の「こんにちは」を継続し、課題である異学
年との挨拶の向上を図っていく。また、全校挨拶運

動を実施し、いつでも・どこでも・誰とでもの挨拶
の意識を高める。 

○学年や学級の取組を３学期も継続して行う。 

○「わになる木」については、書く時間を設定したり、
担任も書いたりすることで数を増やすことへの意
欲を喚起する。また、5・6年の取り組みの紹介を通

して、他学年の取組に対する意識を高める。 

○人権平和委員会による学級の誓いの反省を行い、一
人ひとりを大切にする気持ちが学級の平和を守る

ことにもつながることに気づかせる。 

○ＰＴＡ広報部の活動を通して保護者のおうちスピ
リッツに対する意識を高め、学年・学級でチェック

活動を継続していく。 

○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・通信などで子どもの善い姿を

紹介し、学期ごとに「わになる木」にまと

める。 
3 

○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。 

3 

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 
１年1%→1%●       ２年０%→3%→2%● 

３年４%→2%→7%●    ４年６%→11%→6%● 
５年20%→13%→16%▲  ６年21%→11%→19%▲ 

○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%● 
○全国学力状況調査（６年）における正答率６０点未満の児童の割合 
国語Ａ14.5%●  算数Ａ8.3%● 

○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％ 
 86%→89%→91%→91%●↑ 

○メディア制限２時間以内の児童の割合８０％以上   

 69%→73%→77%→77%▲↑ 
○１人年間貸し出し冊数１００冊以上 

35冊→37冊↑ 

○家で本を読んでいる児童の割合80%以上   
70%→73%→75%→81%●↑ 

○百マス作文 

・百文字以上書ける割合９０％以上   
75%→84%→90%●↑ 

・漢字数２０字以上 18字→20字→24字●↑ 

・条件にあった文章の割合９０％以上   
73%→83%→88%▲↑ 

・「作文がすき」の肯定的評価８０％以上     

66%→72%→69%→75%▲↑ 
○期末の漢字テストで「読み」では90%以上、「書き」では80％以上 
 【読み】91%→85%▲      【書き】80％→71%▲ 

○学習時間に見合う課題を出していったので、各学年の学習時間が達成

されていた。 

○学習時間やノーメディアでできたかなどを、自分でチェックさせてい

ったことで、児童の意識が高まった。 

○それぞれの学年で、事前に単元づくりの打ち合わせや準備ができ、単

元を貫く言語活動を設定した授業ができた。また、複数単元で実践で

きた学年も多かった。 

○音読カードを取り入れたことで、家で読書をするという意識が高まっ

てきた。 

○百マス作文のテーマに児童の興味・関心を引くようなものも取り入れ

たことで、100字以上書ける児童が増えた。 
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○家庭学習の時のノーメディアやメディア制限2時間

以内は、家庭によって状況や対応がちがうので、学

年通信や学級通信等を通じて、児童の様子を家庭に

知らせ、保護者の意識を高めていく。 

○事前の打ち合わせの時間がなかなかとれない現状

があるので、研修の時間を利用して単元づくりの時

間を保障していく。 

○百マス作文コーナーに掲示している他学年の作品

も読ませることで、さらに書くことに対する意欲付

けをしていく。 

○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。 
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○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１０

０冊以上の読書に取り組む。 

○週２回、百マス作文に取り組み、条件付き

の文を５分以内で書く指導を行う。 

3 

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・反復・

ボール）を全国平

均達成率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子どもを増やす。 

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 83%→81%→85%→91%●↑ 
保護者 89%→93%●↑ 
○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%→85%→91%→90%●↑ 
○新体力テストの全国平均達成率５０%以上（昨年度全国平均と比較し
た場合） 

握力 ５０%  上体起こし ２５%  反復横跳び ５８% 
ボール投げ ８%  立ち幅跳び ６７% 
○児童・保護者アンケートでの肯定的評価の割合９０％以上 

【8時間睡眠】 
児童 76%→79%→82%→80%▲↑ 
保護者 87%→85%▲ 

【自分で起きる】  
児童 73%→73%→71%→70%▲ 
保護者 56%→50%▲ 

○中休みにマラソンとなわとびの運動週間を各１回実施し、全校や縦割り班で運動を

する機会と場を設けた。また、マラソンカードとなわとび進級カードの取組をする

ことで、休み時間に運動場で目的を持って意欲的に取り組む児童が多く見られた。

しかし、マラソン週間の期間の短さや天候、最終週は図書週間と重なっていたこと

もあり、マラソンカードに取り組む児童が減少した。（大分県１周達成者：昨年＝

２００名、今年＝１００名）また、学年や学級、個人などがんばっている児童を取

り上げてほめる場面がほとんどなかった。 

○休み時間の運動や遊びの内容が固定しており、できないときは教室にいることが多

いと感じる。用具の貸し出しについては、取組が遅れているので、３学期には実施

したい。 

○運動会明けで体育の授業が十分に実施できなかった学年が多く、サーキットトレー

ニングの取組もあまりできていない。また、体力テストの低水準項目の再測定では、

若干の向上はあったものの、全国平均突破はできていない。３学期も引き続き、低

水準項目解消に向けた取組を続けていく。 

○ハイジカードを９月と１１月に実施した。取組状況の良くなった学年はあったもの

の、全体的にはあまり改善が見られない。期間外の各学年の取組では、３年生は学

年集会でハイジ運動ができた児童に挙手をさせたり、４年生は１０時までの就寝を

目指した「塚脇エクスプレス」の取組をしたりした。また、５年生は早寝早起きが

できたかを挙手させ、結果を学級や学年通信で保護者にお知らせするなど、期間外

の取組や指導ができた学年もあった。 
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○運動週間に関わらず、全校を対象とした○○週間的なもの

を、期間を分けて調整する。 

○なわとびや外遊びに意欲的に取り組んでいる児童を集会な

どでほめる場面をつくる。 

○運動場が使用できないことが多いので、昼休みの体育館の活

用を行ないたい。また、運動や遊びの環境整備や用具の貸し

出し、教師による休み時間の運動や遊びの指導（学級レクも

含む）により、児童に運動の仕方や遊び方を教える機会を設

ける。 

○授業では、サーキット＋なわとびの時間を確保するだけでな

く、「塚脇サーキット」のように全校で統一したサーキット

トレーニングを考案し、体育授業のみならず休み時間にも児

童が自主的に取り組める環境をつくる。 

○ハイジカードについては、マンネリ化が否めないが、必要な

取組であることから、カード形式の変更も視野に入れ、児童

が意欲的に取り組めるようなものにしていく。 

○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。 

3 

○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。 

2 

自ら学び考え 行動する子どもの育成 ～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 



 


