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平成２２年度 1学期末学校評価について 
 
 １１１１学期末学期末学期末学期末にににに行行行行ったったったった保護者保護者保護者保護者やややや児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート、、、、職員職員職員職員のののの評価評価評価評価をもとにをもとにをもとにをもとに１１１１学期学期学期学期のののの学校評学校評学校評学校評
価価価価をまとめましたをまとめましたをまとめましたをまとめました。。。。評価結果評価結果評価結果評価結果とととと２２２２学期学期学期学期のののの取組取組取組取組についておについておについておについてお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。 
 

１ 高め合う(確かな学力の向上） 
 
【成果目標】 
    ①①①①各単元各単元各単元各単元のテストでのテストでのテストでのテストで全国平均全国平均全国平均全国平均をををを上回上回上回上回るるるる。。。。 
  国語国語国語国語   実施実施実施実施したテストのしたテストのしたテストのしたテストの７９７９７９７９％％％％  

 算数算数算数算数   実施実施実施実施したテストのしたテストのしたテストのしたテストの８４８４８４８４％％％％ 
                                          ４(とても)       ３(まあまあ）    ２(あまり）   １(全く) 
②②②②児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「授業授業授業授業がよくがよくがよくがよく分分分分かるかるかるかる」」」」国語国語国語国語：：：：８５８５８５８５％％％％以上以上以上以上 
③③③③児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「授業授業授業授業がよくがよくがよくがよく分分分分かるかるかるかる」」」」算数算数算数算数：：：：８５８５８５８５％％％％以上以上以上以上 
①①①①児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「進進進進んでんでんでんで家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ」：」：」：」：８０８０８０８０％％％％以上以上以上以上 
⑤⑤⑤⑤教師教師教師教師アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを伝伝伝伝えるえるえるえる力力力力がががが向上向上向上向上するするするする」：」：」：」：5学級以上学級以上学級以上学級以上 

     72727272．．．．2222   25252525．．．．0000          2222．．．．8888      0000  ％％％％ 
 ％％％％ 
 ％％％％ 
 学級学級学級学級 

         69696969．．．．4444      25252525．．．．0000          4444．．．．2222  1．．．．4 
   69．4      25252525．．．．0000          5555．．．．6666          0000 
       0    4    2    0 

 
以下 アンケート結果と教師の評価を含め、○:よいところ ■:課題 ◇:改善策で記述します。 
                                                                 
○単元テスト結果では、ほぼ８割程度の内容については、平均を上回っています。１学期末漢 

字・計算テストでは、ほぼ全員（再テストも含め）合格しました。 
○９割以上の子どもが「授業がよく分かる」と答えています。 
○９割以上の子どもが「進んで家庭学習に取り組んでいる」と答えています。 
 
■国語の「聞くこと・話すこと」「読むこと」で個人差があります。 
■「自分の考えを伝える力」は、まだ十分とは言えません。 
 
 
◇読むことの繰り返しを大事にしていきます。 
◇聞き取って要旨をメモする取組を各学級で行っていきます。聞く観点を理解することで話を 

聞き取ることができるようにしていきます。 
◇家庭学習については、保護者アンケートの肯定的評価は7．4割でした。「家庭学習カード」の

活用を広げ、家庭の協力を得ながら定着を図っていきます。 
◇5．6年生を対象に、中学校の教員から、中学校での学習方法や入学までに身に付けておきたい

ことについて話してもらう機会をもっていきます。 
 

２ かかわり合う（豊かな心の育成） 
 
【成果目標】 
                                                               ４(とても)   ３(まあまあ）２(あまり）  １(全く) 
  ①①①①児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「学校学校学校学校がががが楽楽楽楽しいしいしいしい」：」：」：」：90909090％％％％以上以上以上以上 
    ②②②②児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「友達友達友達友達やややや地域地域地域地域のののの自然自然自然自然やややや人人人人とかかわるとかかわるとかかわるとかかわる活動活動活動活動がががが好好好好きききき」」」」 
                                                                                            ：：：：85858585％％％％以上以上以上以上 
    ③③③③児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「地域地域地域地域のののの人人人人にににに進進進進んでんでんでんで挨拶挨拶挨拶挨拶できるできるできるできる」：」：」：」：80808080％％％％以上以上以上以上 
    ④④④④教師教師教師教師アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「考考考考えをえをえをえを深深深深めるめるめるめる道徳授業道徳授業道徳授業道徳授業ができたができたができたができた」：」：」：」：5555学級学級学級学級以上以上以上以上 

 83838383．．．．3333  12121212．．．．5555  4444．．．．2222      0000  ％％％％ 
 
 ％％％％ 
 ％％％％ 
 学級学級学級学級 

 73737373．．．．6666  15151515．．．．3333  9999．．．．7777  1111．．．．4444 
 69696969．．．．4444  22222222．．．．2222  4444．．．．2222  4444．．．．2222 
     1111      3333      2222      0000 

○９割以上の子どもが「学校が楽しい」と答えています。 

○現地学習、体験活動等に意欲的に取り組む姿が見られます。 
○地域の人への挨拶についても、子どもの自己評価は大変高い。 
■決められた期間や場所での挨拶はよくできます。しかし自主性や継続、自覚の面から見ると、
 決して身に付いているとは言えません。 
■「考えを深める道徳の授業」に力を入れていきます。 
 
 
 
 
◇挨拶は、学校だけでなく、地域や家庭の中でできることが大切です。市の取組に合わせ、地域

を挙げて「あいさつ運動」に力を入れていきます。 
◇道徳の授業において、考える場や生活の振り返りを大事にして、善悪の判断、規範意識を育て

ていきます。 



 

 

３ きたえ合う（体力の向上） 
 
【成果目標】 
                                                           ４(とても)    ３(まあまあ） ２(あまり）   １(全く) 
    ①①①①児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「体育体育体育体育のののの授業授業授業授業がががが好好好好きききき」：」：」：」：90909090％％％％以上以上以上以上 
    ②②②②児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「自分自分自分自分のののの体力体力体力体力がががが向上向上向上向上したしたしたした」：」：」：」：85858585％％％％以上以上以上以上 
    ③③③③児童児童児童児童アンケートアンケートアンケートアンケート「「「「朝元気朝元気朝元気朝元気スタートスタートスタートスタート」」」」ができたができたができたができた：：：：85858585％％％％以上以上以上以上 

 75757575．．．．0000  19191919．．．．4444      5555．．．．6666          0000  ％％％％ 
 ％％％％ 
 ％％％％ 

 80808080．．．．6666  11111111．．．．1111      8888．．．．3333          0000 
 72727272．．．．2222  16161616．．．．7777  11111111．．．．1111          0000 

 
○いずれの項目においても９割近く、また９割以上が肯定的評価をしています。 
■体力テストの結果、握力、長座体前屈、ソフトボール投げが優れている。上体起こしで県平均

を下回っている学年が複数あります。 
■1学期のメディアコントロール週間の結果は７９％(新井中学校区平均８２％）と、目標に達成す

ることができませんでした。 
■メディアコントロールについての啓発、指導の継続が必要です。 
 
 
◇子どもの意欲を喚起するチャレンジカードを工夫するなど、学習のめあてをしっかりもたせ、
 意欲の継続を図っていきます。 
◇腹筋の力を伸ばせるよう、準備運動に取り入れるとともに、常時、鉄棒を設置し、子どもたち

が日常的にふれる環境づくりに努めていきます。 
◇高学年の頑張っている姿が見本になります。高学年の範を示す場を大事にし、全校の子どもた

ちの意欲を高めていきます。 
◇「メディアコントロール」をテーマに学校保健委員会を設定し、親子で考える機会を通して生

活改善への前向きな姿勢を育てていきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

    
    

ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    
９月１１日(土)の廃品回収では、地域の皆様から 

たくさんのご協力をいただきました。 

また、１４日(木)には、PTAの皆様に窓ガラスや 

蛍光管の清掃をしていただきました。 

皆様のご協力に心より感謝申し上げます。    

１０月の行事予定 
１日（金）学校預かり金引落日 

２年研究授業 

４日（月）職員会議 

防犯パトロール 

市児童生徒科学研究発表会 

５日（火）地区陸上大会 

７日（木）ラン RUNフェスティバル 

８日（金）児童朝会 体重測定 

１２日（火）防犯パトロール 

１５日（金）音楽朝会 歯科健診 

１８日（月）防犯パトロール 

 

２１日（木）委員会活動 

２２日（金）児童朝会 文化祭前日準備 

２３日（土）地区合同文化祭 

２５日（月）振替休業日 

２６日（火）教育相談旬間 

防犯パトロール 

２８日（木）委員会活動 

２９日（金）児童朝会 

 

お待ちしています「地区合同文化祭」 

10月 23日(土) 9:00～15:00 

 


