平成２８年度 学校評価書

瑞浪市立釜戸小学校

１ 子ども一人一人の学力の向上
重点目標と指標

自己評価

(1) ど の 子 ①一人一人の実態をきちんと把握し，
も「分か
個に忚じた指導や学び直しの機会の
った」
「で
設定・朝活動に学習を位置づけるな
きた」と
ど，基礎基本の力の定着に力を入れ
実感でき
ます。
る授業を ②漢字の検定や計算の検定を毎月（年
工夫しま
間各１０回）昼休みに行い，学習し
す
たことの定着確認するための時間を
設けます。
③自分の考えをもち，子ども同士で話
し合ったり教え合ったりする活動を
大切にし，「伝える力」が高まる授
業をめざします。
(2) 尐 人 数 ①算数科の授業において尐人数指導を
指導や個
実施し，理解が深まるよう丁寧な指
別の学習
導をします。
指導を継 ②尐人数指導では一人一人の習熟度に
続します
合わせたクラス分けをし，学力向上
に努めます。
③放課後や夏休みなどに個別の学習指
導を実施します。

Ａ

○算数の効果的な指導方法が明確になってきた。
・漢字検定や算数検定は，次年度も継 ・自分の考えをちゃんと
○事前の学習定着度テストや独自の調査で積極的に実態を把握し，個に忚じた
続して行う。検定のための練習時間
人に伝える力は，大人
指導ができるようになりつつある。
や個別の学習指導の時間を月に１回
になってもすごく大切
○漢字検定や算数検定の実施が定着した。また，それを目標に学習させたこと
程度は昼休みに確保できるように行
なので，どんどん伸ば
で，児童個々の定着確認をすることができた。
事調整を図る。
していけると良い。
○話し方，聞き方キャンペーンによって，よりよい話し方や聞き方を意識でき ・算数の授業での話し合いが深められ ・何となく分かったのか，
るようになってきた。
るように，児童に話し方や聞き方の
しっかり分かったの
○同じ事であっても，ペアを替えて何度も話す活動を位置付けることで，子ど
指導を継続して行うと共に，教師の
か，同じ「分かった」
もは満足感を味わい，話すことを楽しむことができた。
問い返しのポイントがより具体的に
でも中身が違う。子ど
●算数の授業では，大切にしたい数学的な考え方に気付く場面での話し合い活
明らかになるように研究を進める。
もの質問を大切にして
動が充実するように研究する必要がある。
・教科学習 Web システムを活用し，算
ほしい。
数学習の定着状況を見届ける。

Ａ

Ａ

・５年生と６年生の尐人数指導を次年 ・尐人数指導の「どんど
度も継続する。どんどんコースでは， んコース」と「じっく
話し合いの中から大切な考え方に気
りコース」の正答率が
付いて表現したり活用したりできる
ほぼ近いということは
ように指導を工夫していく。じっく
すごい。尐人数指導の
りコースでは，大切な考え方をきち
成果が出ていると思
んと理解して活用できるように指導
う。
を工夫していく。
・昼休みに検定の練習や個別指導の時
間が確保できるように，行事調整を
図る。

Ａ

(3) 学 校 で ①読書をする習慣が日常的に定着する
の読書指
よう工夫します。（読み聞かせ，図
導を充実
書館祭り，ブックトーク）
させます ②学級ごとに読書に関わるコーナーを
工夫します。（おすすめの本，国語
学習に合わせた本）
③個々の読書の実態を把握し，図書館
の充実と適切な読書指導に努めま
す。
（１人あたりの読書冊数で，前年比
５％増をめざします。）

Ａ

○尐人数指導の授業研究会から，コースの児童の実態に合わせた教材や教具の
工夫など，指導の仕方について理解を深めることができた。
○じっくりコースの人数を尐人数（４～８人）に絞ることで，きめ細かく指導
することができた。その結果，５年生では，どんどんコースの子ども達の図
形の単元テストは，知識・理解・技能の学級平均正答率が８７％，じっくり
コースの子ども達は８３％であった。学級の平均正答率に近い結果を得るこ
とができた。６年生でも，分数のかけ算・わり算の単元では，知識理解・技
能をみるテストで８０％以上の正答率を得ることができた。
○夏休みだけでなく，日頃から時間を見つけて，宿題ができていない児童や学
習理解の遅い児童に対して，粘り強く指導することができた。
●昼休みなどに指導ができた面もあるが，休み時間が多忙になっているため，
実施が難しい面もある。
○図書館祭りや図書委員・先生・母親委員の読み聞かせ，ブックトーク，図書
館の本の展示などにより，児童が本を読みたくなる図書館になってきてい
る。
○学級では，学習に関わる本や読書交流会で紹介する本などをロッカーの上に
並べ，すすんで読書できる環境づくりに取り組むことができた。
○ 図書館のソフトを利用して月ごとに個々の読書の状況をデータ化し，それ
を生かした指導が行われた。読書冊数や読書傾向で気になる児童には，声を
かけることができた。
○読書冊数は，１２月の段階で１人あたりの平均冊数で前年比１３５％と増加
し，読書の幅も広がっている。
●読書の実態にはばらつきがあり，指導の必要な児童もいる。図書館のデータ
を各担任が簡単に引き出すなどできるようにして，読書の状況を常に見守っ
て指導していけるとよい。

・今年度読書指導や利用指導で実践し ・調査結果ではＣからＢ
てきたことを次年度も継続する。
に動いている傾向だと
・担任が図書館のデータを引き出すこ
思う。与えられた時間
とができるよう，図書館ソフト活用
のみではなく，家庭で
の研修会を実施する。
も読書をする習慣が身
・次年度も図書館教育賞のコンクール
に付くとよいと思う。
にエントリーする。
・本＝勉強ではなく，本
＝楽しみ，おもしろい
の図式に変わるといい
と思う。

Ａ

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

学校関係者評価委員会から

評価

重点目標と指標

自己評価

(4) 家 庭 学 ①「家庭学習のすすめ」の積極的・継続的
習の充実
な活用と，学習の習慣づくりに協力して
と習慣化
ください。
を図りま
（懇談会で話題にします。子どもには家
す
庭教育週間や長い休みの前などに指導
します。）
②情報機器について使い方やモラルの指導
について，学校と連携して力を入れてく
ださい。
③「家庭学習アンケート」を，年度始めと年度末
に実施し，比較検討します。（実態を正しく把
握し，改善の手立てを打ちます。）

Ｂ

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

学校関係者評価委員会から

○家庭学習の定着を図るため，毎日宿題を出し，チェックを行った。 ・
「家庭学習のすすめ」を活用した家庭への ・家庭学習は，親と子，
忘れた児童は，学校でやらせるようにして，宿題は必ずやるものと
啓発や家庭学習アンケートを次年度も継
家庭と子どもの関係に
いう意識をもたせることができた。
続して実施する。
なるので，学校として
○情報モラルについて，PTA と連携したり学級で指導したりして，ゲ ・土曜日や日曜日の家庭学習については，
は介入が難しいと思
ームをやりすぎないことやネットの危険性などについて理解させる
金曜日の家庭学習も含めて，３日間で目
う。
ことができた。
安となる時間を１日分実施することを最 ・学校と保護者と地域が
○家庭学習アンケートや家庭教育週間を実施すること自体が，各家庭
低限の目標とする。その上で，土曜日や
連携して，子どもたち
への啓発に有効であった。
日曜日にしかできない学習（見学や体験， を正しい方向へ導いて
●家庭教育週間中の土日の取組が思わしくない。土日の家庭学習の指
家族での読書など）の実施を啓発してい
いきたい。
導について考えていく必要がある。
く。
●家庭によって，家庭学習の意識の差がある。今後も家庭学習定着を ・情報モラル指導を家庭教育週間（年３回）
図るために，保護者への啓発をしていく必要がある。
にあわせて実施し，その様子を通信など
で家庭に知らせ，啓発していく。

評価
Ｂ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
・授業の話し合いで考えが深められるように，児童の疑問や質問をうまく生かした教師の問い返しについてさらに研究を深める。
・家庭事情に忚じて家庭学習への援助や情報モラルにかかわる見守りをしていただく。各家庭でできることを考えていただき，それを実践し見届けていただくように改善を図る。

２ あたたかい人間関係を築く指導や援助の充実と社会性が高まる教育の推進
重点目標と指標

自己評価

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

学校関係者評価委員会から

評価

(1) 元 気 で ①花の木執行部を中心とする，校内で
明るいあ
のあいさつ運動を継続します。
いさつを ②地域や家庭でも元気なあいさつがで
育てます
きる姿を育てる指導を行います。

Ａ

○あいさつ週間だけでなく校長先生のお話や全校朝会であいさつについて話した

・花の木執行部を中心とした児童によ
るあいさつ運動を継続する。
・分団班長との連絡ノートを使った指
導の場で，あいさつについてチェッ
クして指導すると共に，あいさつの
よくできる分団を積極的に紹介し価
値づける。
・心の悩みアンケートの結果を素早く
校長，教頭，生徒指導主事が把握で
きるようにする。また，今後もアン
ケートの結果に基づいた丁寧な担任
による教育相談を継続する。
・ケース会議（個々の子どもの状況に
対忚した会議）を定期的に開催し，
子どもの様子を随時把握して，組織
的に対忚していけるようにする。

・先生方がいつも意識し
ているので，児童も常
に意識できると思う。
・あいさつができる子が
増えてきているように
思う。

Ａ

・小さな心の変化も見逃さな
いよう，アンテナを高くさ
れているので安心してい
る。早期発見・早期対忚を
今後もお願いしたい。
・全国のニュースで出るいじ
め事案は，ほんの一握り。
釜戸では陰湿なものはな
いと思いたいが，子どもか
らすると小さないじめも
心を傷つけている。身近な
大人に話せる環境づくり
が大切だと思う。

Ｂ

ことで，あいさつへの意識が高まった。
○子どもたちとともに地域に出た際などに，あいさつをすることについて指導する
ことができた。
○地域の方からは，小学生がよくあいさつをしてくれるという言葉をいただいた。
●今後も，家庭や地域でもしっかりあいさつできるように指導を継続していく必要
がある。

(2) 個 々 の ①心の悩みアンケートを継続し，人間関係
思いを把
のトラブルやその子の悩みを把握し，個
握し，あ
別に懇談する機会を設け，早期対忚，早
たたかい
期解決に努めます。
人間関係
（毎月，心の悩みアンケートを実施します。）
をつくる ②道徳の授業を核とし，正しいことが当た
よう努め
り前にできる学級づくりに努めます。
ます
③いじめのない学級・学校づくりに積極的
に取り組みます。作成したマニュアルの
見直しも随時に行っていきます。
（いじめにかかわる未解決事案０をめざ
します。）

Ａ

○毎月心の悩みアンケートを行って，相談したいことがある児童とは，面談を
行い，具体的に話を聞いて指導してきた。また，トラブルがあったときには，
すぐに対忚することができた。
○道徳の研究授業をよい機会として，道徳の時間の充実を図ることができた。
また，道徳コーナーの掲示物によって，道徳で考えたことを児童に思い出さ
せるようにしている。
○人間関係のトラブルなどについては，情報共有もあり，全校で動き出すこと
ができた。
○いじめの未解決事案は，0 の状況である。
●いじめや人間関係のトラブルの芽はたくさんある。今後も早期発見，早期対
忚に心掛けていく必要がある。

重点目標と指標

自己評価

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

学校関係者評価委員会から

評価

(3) 登 下 校 ①登下校の様子に関する情報を積極的
時の見守
に収集することで実態を把握し，指
りや分団
導の徹底を図ります。
指導をさ ②分団の班長と担当指導者との連絡ノ
らに強化
ートを活用し，安全面やあたたかい
します
人間関係づくりの面で担当指導者が
常に指導するようにします。
③毎朝の登校指導・月２回の下校指導
を実施します。

Ｂ

Ａ

Ａ

・連絡ノートを使った分団の様子の把
握について，分団班長だけでなく副
班長や他の児童からも情報を得るよ
うにする。
・低学年の下校時のトラブルについて
は，担任がより注意深く下校の様子
を把握するように努力するととも
に，月に１回程度，支部長さんへの
アンケート調査などを実施して，よ
り早く情報を得られるようにしてい
く。
・
「安全安心ほほえみだより」や学級通
信，連絡帳での情報提供や啓発を継
続する。
・保護者や地域の方から参観日や運動
会などの行事後にもハッピーメッセ
ージを寄せていただけるように努力
する。

・登下校は，高学年に注
意するよう指導した
い。先生の見守りには
限度がある。
・身近な地域内でもつな
がりが弱くなってきて
いる現状で，分団の問
題解決は大変だと思っ
ている。地道に取り組
んでいくしかない。

(4) 学 校 か ①温かい人間関係づくりや安全指導に
らの情報
関わる指導内容を積極的に保護者の
発信と保
皆にお知らせします。
護者から ②保護者や地域の皆様から学校に情報
の情報収
を提供していただけるよう働きかけ
集に努め
ます。（家庭や地域で心配なこと，
ます
気づいたこと，子どもの良い姿など
の情報を教頭までお寄せください。）
（年間２回，ハッピーメッセージを
募集します。）

○毎日，校長や教頭が登校指導を実施し，交通安全や人間関係のトラ
ブル防止に努めた。
○登校指導で得た情報がすぐに職員に伝わり，対忚することができた。
○毎週，班長が担当の先生とノートを通して情報を伝えていた。それ
をもとに担当からの指導も行われた。
○月２回の下校指導を実施することで，児童の下校時のトラブルをあ
る程度防止することができた。
○必要に忚じて分団を集めて指導したことで，危険な行為をやめさせ
たり大きなトラブルにならずにすんだりした。
●低学年下校の様子について，保護者の情報から指導することがあっ
た。早く実態を把握する努力をしていきたい。
○通信や連絡帳，直接電話での連絡やメルマガなど，適宜必要な媒体
で連絡を取ることができた。
○安心安全ほほえみだよりに保護者からの情報提供の欄を設けた。１
件の情報提供（学校への依頼）があり，すぐに対忚することができ
た。
○ハッピーメッセージを地域や保護者から寄せていただくことができ
た。それを集会で紹介することで，地域の方にあたたかく見守られ
ているという意識を児童にもたせることができた。
●今後も保護者や地域の方から情報を得られるよう努力していきた
い。また，学校のホームページを見ていただけるよう宣伝もしたい。

・ハッピーメッセージの
取組をぜひ続けてほし
い。
・丁寧で読みやすい分か
りやすい情報発信をし
ていると思う。

Ａ

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
・今後も心の悩みアンケートを実施するとともに，アンテナを高くしていじめや人間関係トラブルの芽がないかよく見守っていく。また，日常の教育相談を大切にし，できるだけ子どもに声をかける。さらに，
連絡帳やつばさ（児童の日記）のチェックをしっかり行う。

３ 家庭や地域と連携し，地域とともに歩む学校
重点目標と指標

自己評価

(1)「社会に ①家庭科，野菜作り，地域の自然や歴
学ぶ」
「福
史の学習において地域先生を積極的
祉 に 学
にお願いします。
ぶ」「人 ②地域行事に主体的に参加したり，地
に学ぶ」
域の人と積極的に関わったりできる
教育活動
社会性を高めます。
を行いま ③ふるさと教育を充実し，釜戸・大湫
す
地区・瑞浪市・岐阜県への愛着心を
高めます。

Ａ

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

学校関係者評価委員会から

○今年度も保護者や祖父母の方などに，運動会前の草取りやスケート教室のボ ・地域の人材リストを再整備し，さら ・地域の行事に参加し，
ランティアをお願いすることができた。
に活用しやすいようにする。
ふるさと教育をよくや
○全ての学年が地域の自然や歴史などとふれあえる学習を展開し，地域の良さ ・５年生の総合的な学習（環境及び防
っていると思う。
について学習できた。（生活科での自然ふれあい館活用，３年町探検，４年
災にかかわる学習）でさらに地域に ・家庭科の授業は生活の
陶生苑訪問（予定），５年カワゲラウォッチング，６年ふるさと学習）
かかわる学習を開発していく。
（児童
一部なので，家事一式
○ＰＴＡ教育講演会には，１２０名ほどの保護者や地域の方が 参加された。
による地域安全マップの作成など）
についてやる機会があ
○文化祭では５・６年生のソーランと４・５年の合唱を，ひなたぼっこの集い ・町の行事等には，次年度も積極的に
るといいと思った。ま
では４年生の合唱を披露し，地域で発表することができた。
協力して参加する。
た，日本文化（こよみ）
●今後も地域の方から学ぶ教育を充実させていきたい。
についても授業がある
とよい。

評価
Ａ

重点目標と指標

自己評価

(2) 家 庭 で ①釜戸地区教育週間の充実を図り，家
の読書習
庭での過ごし方について家庭や地域
慣づくり
と一緒に考え，見直しを図ります。
やその他
（年間３回の家庭教育週間を実施し
の生活習
ます。）
慣の改善 ②ＰＴＡと連携し，ゲーム時間やＰＣ
を図りま
使用時間，携帯電話等による情報モ
す
ラル・ルールづくりについて一緒に
考え，生活習慣のさらなる改善を図
ります。同時に，家庭での読み聞か
せや親子読書の習慣化を図ります。
③「家庭学習のすすめ」の積極的・継
続的な活用と釜戸中学校とも連携し
た学習の進め方の検討を行います。

Ｂ

○幼小中一貫教育推進協議会の場で，家庭教育週間について確認した ・
「家庭教育週間」の取組を継続する。 ・小学生のうちから，Ｐ
上で実施できた。
ＰＴＡと連携を図り，その意義につ
Ｃ，スマホのすばらし
○家庭教育週間のような取組をもっとやってほしいという保護者の意
いて各家庭に啓発していく。
（母親委
い点とこわい点を知ら
見もあった。
員会や研修部との連携）
せていくことが大事だ
○ＰＴＡから児童の遊び方とその約束についてのアンケートをとると ・情報モラル指導の充実を図る。家庭
と思う。同時に，親も
ともに，スマホやゲーム機の使い方の約束を家族で決めるよう働き
教育週間に合わせて指導すると共
勉強していくことが必
かけることができた。
に，保護者向けの研修会を企画する。 要だと思う。
○家庭読書の習慣化に向けて今年度もＰＴＡ母親委員会が掲示づくり
（教育講演会や学級懇談会での啓発 ・家庭教育週間の実施も
をするなど協力してもらえたことが良かった。
活動など）
尐しずつ定着してきて
●家庭学習や家庭での読書については，家庭によって意識の差がある。 ・
「家庭学習のすすめ」の活用にかかわ
いるようだ。そんな中
今後も家庭学習の習慣化や家庭での読書の大切さについて保護者に
る家庭への啓発活動を充実させる。 で「今回は何か違う」
理解してもらえるように働きかけをしていく必要がある。
（啓発するプリントの配布を各学期
というアイデアも考え
最低１回は行う。
）
ていけたらよいと思
う。

Ｂ

(3) 子 ど も ①夏祭りや文化祭など，大湫町や釜戸
たちの地
町の行事に子どもたちが参加できる
域行事へ
よう協力します。
の参加や ②地域で様々な体験や活動ができるよ
地域の諸
う，子ども会との連携を大切にしま
活動への
す。
協力を大 ③地域の願いを理解し，地域の様々な
切にしま
活動を通して，地域の一員としての
す
自覚を高め，地域を愛する子どもを
育てます。

Ａ

○地域行事に児童が参加するよう学校としても働きかけることができ ・中学校統合に備え，次年度も中学生 ・先生方や保護者の数値
た。
ボランティアが夏祭りや文化祭でど
の高さから，地域に根
○子ども会の活動（盆踊り練習，ドッジボール大会，節分会など）の
のように活動しているのかを，高学
付いていることが伺わ
連絡や参加呼びかけなどをすることができた。
年児童にしっかり見させるよう指導
れる。先生方も地域の
○ひなたぼっこの会では，お年寄りのために合唱を披露するという意
する。
活動にたくさん参加し
味を理解して，児童が参加することができた。
・平成３０年度には，小学校６年生時
ていて，子どもたちも
○夏祭りや文化祭では，中学生ボランティアをよく見て，地域に貢献
点でボランティアリーダーの組織を
地域の方もうれしい
することの意味を考えるよう児童に働きかけることができた。
立ち上げられるように公民館などと
し，励みになると思う。
●今後も，地域の願いを理解し，課題を共有して，双方向の連携体制
連携を図る。
・町では，大人と子ども
づくりに努めていく必要がある。
・公民館活動や子ども会活動などへの
が協力して行事などに
参加や協力を継続する。
取り組むことによっ
て，地域を愛する子が
たくさん育ってくれる
ことを願っている。

Ａ

目標の達成状況・取組状況・結果分析

改善策（次年度への方途）

【学校関係者評価を受けての学校の改善策】
・家庭科や生活科，休み中の家庭でのお手伝いなど，より家庭で実践的に自分の役割を果たしていけるように課題を工夫する。
・二十四節気など日本のこよみについて，朝の会や帰りの会などで学年の発達段階に忚じて触れるようにしていく。
・家庭教育週間の取組方法がマンネリ化しないように工夫する。家庭の事情に合わせて約束をつくり，実践し，見届けていただくことができるようにする。

学校関係者評価委員会から

評価

