
細呂木小学校学校評価総合シート 平成３０年度後期

項目 № 重点目標 具体的取り組み 評価の観点 目標 評価者
目標
指数％

後期
指数

成果と課題 改善策･向上策 学校関係者評価

細呂木タイムの漢字の広場・計算道場(週それぞれ１回)の時間を確保し
ている。

取組 教師 90 100
細呂木タイムの漢字の広場・計算道場で，基礎的な漢字・計算の定着を
図っている。

取組 教師 90 100
細呂木タイムの漢字の広場・計算道場で，漢字や計算の練習に取り組ん
でいる。

成果 児童 80 93

学校は児童に，基礎的な漢字や計算の学習に取り組ませている。 満足度 保護者 80 90
学んだこと(知識や技能)を知恵として生活の中で活かして使えているか
問うような場面設定ができている。

取組 教師 90 89

学んだこと(知識や技能)を生活の中で活かして使っている 成果 児童 80 93
####

既習学習を活用した課題の設定や，「主体的・対話的で深い学び」を意
識した授業を行う。

取組 教師 90 100

進んで学習に取り組んでいる。 成果 児童 70 98
お子さんは，自主的に家庭学習に取り組んでいますか。 満足度 保護者 80 57
親子読書やおうち読書など，読書好きになるような手立てを取ってい
る。

取組 教師 90 78

1年間で，自分で設定した冊数以上本を読むことができた。 成果 児童 80 79

お子さんは，おうち読書に取り組んでいますか。 満足度 保護者 80 54

ＩＣＴを活用した授業をしているか。 取組 教師 90 100

ＩＣＴ機器活用により，授業に意欲的に取り組めたか。 成果 児童 80 93
####

あいさつ運動を実践している。 取組 教師 90 92

学校・地域・家庭で，明るいあいさつができている。 成果 児童 80 98

学校・地域・家庭で，明るいあいさつができている。 満足度 保護者 80 90
学校・地域・家庭で，礼儀正しく，正しい言葉遣いができる子を育てて
いる。

取組 教師 90 90

学校・地域・家庭で，礼儀正しく，正しい言葉遣いができている。 成果 児童 80 93

学校・地域・家庭で，礼儀正しく，正しい言葉遣いができている。 満足度 保護者 80 86

ソーシャルスキルトレーニングなどを実施し、子ども同士のよりよい関
係づくりにつとめている。

取組 教師 90 100

友だちとの関係がよく，学校へ通うのが楽しいと感じている 成果 児童 90 94
学校は，ソーシャルスキルトレーニングを十分実施(月2回以上)し，より
良い人間関係づくりに生かしている。

満足度 保護者 90 91

縦割り班活動，体験活動等を通して，自主性や協力し合う心，お互いを
思いやる心を育てるための手立てを工夫する。

取組 教師 90 100
縦割り班活動，体験活動等を通して，周りの人に役立つことや人に喜ば
れることができた。

成果 児童 80 98
縦割り班活動，体験活動等は，児童が自主的に活動し，協力する心や思
いやりの心を育てるのに役立っている。

満足度 保護者 80 96

今後も，各行事の要とし
て縦割り活動を取り入れ
ていく。

今年度も，細呂木タイム
の時間を確保し，児童も
意欲的に取り組むことが
できた。基礎的な漢字・
計算力の定着に有効で
あった。

今までに引き続き，系統
的に漢字や計算ドリルな
どを計画・実施し，基礎・
基本を徹底させていく。
できないところは，家庭で
の自主学習で復習を促し
ていく。

縦割り班活動や体験活
動は，自主性や思いや
り，認め合う心を育てるの
に有効であった。

ソーシャルスキルトレーニ
ングにより、より良い人間
関係が構築されている。
また、あいさつ運動の実
施により、徐々に元気よく
あいさつをする児童が増
えている。礼儀正しい言
葉遣いに関して、ともに
良い達成率となっており、
全体的に意識が向上して
いる。

引き続き，ソーシャルスキ
ルトレーニングを継続し，
さらにより良い人間関係
づくりを向上させていく。
各学級で全ての活動を
通して，言葉遣いの指導
をしていく。話し方のきま
りを各クラスに掲示する。
冬休みに実施した家庭
地域学校協議会の提案
書等で、あいさつや言葉
遣いを取り上げ、地域、
学校が一体となった取り
組みが功を奏していると
感じている。今後もこうし
た策を継続していきた
い。

読書週間をつけるための
手立てを教員間に周知
徹底する。児童の興味の
ある本を図書室に入れ、
読書への意欲をさらに高
める。

授業を分かりやすくする
ツールとしての使い方が
なされていたといえる。

これまで通り，学習や普
段の生活時間のどこに生
かされていけるか意識し
て触れていく。

公開授業を通して，児童
の実態に応じた課題設定
を行い，児童が主体的に
学べる授業を行ってい
く。

児童が自分で読める本の
冊数を考えて、目標を決
め、その目標に向けて読
書ができた。今後、学校
での読書の時間の持ち
方を検討し、個に応じた
読書指導ができるように
する。

読書習慣
の定着

図書館との連携，親子読書やおうち
読書，読書ノートの活動を推進さ
せ，読書習慣の定着を図る。

生活を豊かにするために学んだこと
(知識)を活かして使う

⑤
ＩＣＴの
活用

既習学習を活用した課題の設定や，
「主体的・対話的で深い学び」を意
識した授業を行う。

ゆ
た
か
な
心

⑥

② 活用力

学
び
の
力

③
自主的学
び

④

①

ＩＣＴを活用した先進的な授業につ
いて，他校への積極的な視察と校内
での研修会（視察報告など）を学期
ごとに実施する。

対人関係
能力の育
成

挨拶運動で個々の振り返りと評価を
行う

ソーシャルスキルトレーニングを学
活や道徳の時間に取り入れ，学級内
でのよりよい人間関係づくりに生か
す

⑦ 社会性
縦割り班活動，体験活動等を通し
て，人権意識，思いやり，認め合う
心等を育む

基礎基本
の徹底

細呂木タイムの漢字の広場・計算道
場(週それぞれ１回)で，基礎的な漢
字・計算の定着を図る。

ＩＣＴの研修会で学んだこ
とを生かし，授業で積極
的に使っていく。

本校の親子読書の
時組で，親子で本を
読み，感想を書くこ
とを実施している
が，人間性を育てる
ためには大変良い。
大人でも文字離れ
が見られる。意欲的
に取り組めるよう工
夫してほしい。
読む力の育成のた
めには、書かせるこ
とも併せてやる必要
がある。感想文など
は、子どもは嫌がる
傾向が強いが、たま
には強制的にさせる
こともあっていい。

細呂木の子は、「こ
だま学級」の子への
関わりを見ていると、
思いやりの気持ちや
弱者への配慮など、
心情面の教育は十
分効果が上がって
いると思う。
発表や対話を通し
て，人間関係を育て
ていく行く必要があ
る。体験や経験をよ
り多く得られるように
色々な手立てが必
要である。
地域での挨拶は，よ
くできている。さら
に，場所・時間に応
じた言葉遣いが出
来ると，さらに良い。

学んだことがどこに生きて
くるのかを意識させるよう
にできた。

対話的な授業を組み立てる
必要がある。児童は家庭に
おいて自主学習の必要性を
十分感じていないところがあ
る。



道徳の授業や学校生活を通して，いじめや差別を許さない態度を育てて
いる。

取組 教師 90 100

相手のいやがることをしないよう，気をつけて生活をしている。 成果 児童 80 94

学校は，一人ひとりを大切にする指導をしている。 満足度 保護者 80 89

体育の授業や細呂木タイムで，体力向上を図っている。 取組 教師 90 100

体育の授業や細呂木タイムで，自分の体力は向上した。 成果 児童 90 100

細呂木タイムは，児童の体力向上に有効である。 満足度 保護者 80 84

心のアンケートや教育相談週間を生かして，問題行動の未然防止と早期
発見・早期対応・事案対処に努める。

取組 教師 100 100

学校で嫌なことや困ったことがある時は、先生や友達、家族に相談し、
悩みや問題を解決することができる。

成果 児童 100 88

学校と連絡（家庭訪問・連絡帳の活用含む）を取り合い，子どもを安心
して送り出すことができる。

満足度 保護者 100 95

日常的な健康習慣づくりの指導ができている。 取組 教師 90 100

日常的な健康習慣づくりを意識して生活できている。 成果 児童 80 98

学校は，日常的な健康習慣づくりの指導が行き届いている。 満足度 保護者 80 86

児童，保護者，地域の人との間で気楽に相談できる関係を構築してい
る。

取組 教師 90 100

困ったことがあったら，先生に相談できる。 成果 児童 90 89

困ったことがあったら，先生に相談できる。 満足度 保護者 80 95

学校だより・学年通信・保健だより・図書だよりを月１回以上発行し，
学校・児童の情報発信を積極的に行っている。

取組 教師 90 100

####
学校だより・学年通信・保健だより・図書だより(月１回以上発行)，
ホームページ(即日更新)で，学校・児童の情報発信に目を通している。

満足度 保護者 85 95

学年に応じた，健全なネット利用(情報モラル含む)についてルールづく
り，習慣づくりの指導ができている

取組 教師 90 71

ネット利用(情報モラル含む)についての学習を通して，家庭生活での
ルールづくり，習慣づくりができている

成果 児童 80 93
家庭では，学校と連携して健全なネット利用(情報モラル含む)について
のルールづくりや習慣づくりをしている。

満足度 保護者 80 79

校区内の各地域や関係機関との密接な情報交換のもと，「家庭・地域・
学校協議会からの提言」を長期休業中の児童の生活に生かしている。

取組 教師 90 100

校区内の各地域や関係機関との密接な情報交換を基盤として，「家庭・
地域・学校協議会からの提言」を長期休業中に取り組んでいる。

成果 児童 80 99

校区内の各地域や関係機関との密接な情報交換を土台に「家庭・地域・
学校協議会からの提言」を長期休業中の児童の生活に生かしている。

満足度 保護者 80 80

今後もアンケートをもとに
した面談を重視しながら，
困っている時はだれかに
相談するように働きかけ
を行っていく。また、ＳＣ
の力も借りて相談体制を
整えていく。
今後も，情報発信を積極的
に行い，家庭との連携を充
実していく。より様子が分か
るように，ホームページを充
実し，各学年の様子が分か
るようにする。

外部講師による情報モ
ラルの授業を今後も行
う。

夏休み・冬休みの反省
を生かして、来年度以
降、より健全な生活が
送れるよう指導してい
く。

日頃より，児童の観察や
アンケートなどにより児童
の聞き取りを行ってきた
が，相談相手を教師と限
定されると相談できな
かった児童もいた。

学年通信をカラー印刷にし，
情報発信を積極的に行っ
た。また，学校だより・ホーム
ページなどでも，学校の様子
がわかり，保護者の満足度も
高かった。

学年に応じたネット利用の
ルール作り(ノーメディアデー
やノーメディアウィークの設
定、利用時間の制限等）を教
師間で話し合っていく。

本校が地域に根ざした
学校であることが分か
る。提言の中の，「読
書・手伝い・地域での
挨拶」など，継続でき
るよう大切にしたい。

体力向上への取組みは，
３者とも意識が高く，効果
が出ていると考える。（昨
年よりも指数が上がって
いる）

学年便りなどで，細呂木
タイムでの取組みや様子
を伝え，児童の体力向上
についての保護者の関
心を高める。

日頃から教師集団全体
で児童の状況把握に努
め，児童や保護者にチー
ムで応じる。学校、学級
で話しやすい雰囲気づく
りに努める。必要に応じ
て、ＳＣなど外部機関に
入ってもらう。

各学級で人権に関する
取組みを継続的に実施
し，その内容を保護者に
知らせていく。

学校での「絶対いじめを
しない」という姿勢が，児
童の心や意識を変えてい
る。保護者側もそれを実
感している。

学校(教職員)と児童，保護者，地域
の人との間で気楽に相談できる関係
を構築する。

⑧
人権意識
の向上

一人一人がかけがえのない存在であ
ることを，道徳の授業を中心に学校
生活全般を通して育む

ゆ
た
か
な
心

⑫ 相談活動

日常的な健康習慣づくりを継続する
(給食の時間，栄養士訪問，給食週間
などでの望ましい食習慣等）

校区内の各地域や外部関係機関，子
ども園，他校(小中学校)との密接な
情報交換と連携に努め，望ましい
「家庭・地域・学校協議会の提言」
を指針とし連携の質を高める

健
や
か
な
体

⑨
基礎体力
の向上

体育授業や細呂木タイム<週２回，ﾏﾗ
ｿﾝ，ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ，ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ，ﾀﾞﾝ
ｽ，縄跳びなど>において体つくり運
動の強化及び基礎体力の向上を図る

⑩
心身とも
に健康な
体の育成

「いじめ防止基本方針」に基づき，
「心のアンケート」や「教育相談週
間」を活かして子どもの心を把握し
早期対応を行うとともに，月1回のア
ンテナ会議及びその後の対策会議の
実施で問題の早期解決を図る

⑪
生活習慣
(食育含
む)

開
か
れ
た
学
校
・
地
域
と
の
連
携

⑬
積極的な
情報発信

学校だより・学年通信・保健だよ
り・図書だより(月１回以上発行)，
ホームページ(即日更新)で，学校・
児童の情報発信を積極的に行う。

⑭
情報モラ
ル

家庭と連携し，健全なネット利用(情
報モラル含む)についてルールや習慣
をつくり，指導する

⑮

連携の質
向上(家
庭・地
域・学校
の連携)

学校では，機会を設け子
どもの心の把握に努めて
いるが，悩みや問題の内
容，児童の発達段階に応
じて全て相談が持ち込ま
れることばかりではないと
受け止め、相談活動を行
う。

細呂木小学校のよう
な規模だと、教員が
全児童のことをわ
かったいて、いろい
ろな方面からその子
に支援できる体制で
あることが、不登校
ゼロにつながってい
ると思う。
基礎体力にも力を
入れていることが分
かる。また，給食を
いただいたが，大変
温かくておいしい。
子どものやさしさ
は，人との関わりか
らも生まれる。地域
の方（年寄り）との関
わりで，心身ともに
健康な体の育成に
努めてほしい。

日常的な健康習慣が身
に付いている。

日常的な健康習慣作りの
指導を今後も継続してい
く。

細呂木の子は、「こ
だま学級」の子への
関わりを見ていると、
思いやりの気持ちや
弱者への配慮など、
心情面の教育は十
分効果が上がって
いると思う。
発表や対話を通し
て，人間関係を育て
ていく行く必要があ
る。体験や経験をよ
り多く得られるように
色々な手立てが必
要である。
地域での挨拶は，よ
くできている。さら
に，場所・時間に応
じた言葉遣いが出
来ると，さらに良い。

大人でも、難解な語
句を調べるとき、辞
書は使わずに、ス
マートフォンを使う
時代である。その
上、細呂木小学校
ぐらいの規模だと、
近くに同級生がおら
ず、どうしてもそうい
うものに走ってしま
う。学校や家庭で
は、社会性の育成
のため、いろいろな
自然体験、スポーツ
体験、集団行動体
験、ボランティア体
験などを進めていか
なければならないと
思う。


