妙高高原南
平成２３年１１月９日

学校評価アンケートへの

ご協力ありがとうございました！
昨年度に引き続き、
「知・徳・体」全ての教育活動で、
づき、
行動する
する』
目指し
『気づき
、考え、行動
する
』子を目指
し

て取り組んでいます。学校が、1 学期末にとらせていただいた保護者の皆様へのアンケートや児
童アンケート及び 1 学期に見られた児童の姿を基に、本年度の中間評価を行いました。
アンケート集計結果と２学期からの主な取組について、
「知・徳・体」の３分野と学校経営全般
についてまとめました。既に改善･実施している内容もあります。ご覧になって、お気付きの点や
ご意見がありましたらご遠慮なく学校までお知らせください。

１．「進んで自主学習
んで自主学習に
自主学習に取り組む子」を育てるための主
てるための主な取組
①自主学習に
自主学習に結びつく課題意識
びつく課題意識を
課題意識を高める授業
める授業の
授業の工夫
②個別指導や
個別指導や家庭学習をフォローする
家庭学習をフォローする「
をフォローする「学びの広場
びの広場」
広場」の開設
③家庭学習習慣を
家庭学習習慣を身に付けるための家庭学習
けるための家庭学習カードの
カードの工夫
家庭学習カードの工夫

■児童アンケート

←以下同様

◆児童のようす◆◇◆

＜学習について＞

◎教え合い、学び合い、発

1

勉強の内容が分かる。

2

特に，算数の内容が分かる。

3

算数の授業は楽しい。

4

授業が始まる前に学習準備をし，時間になったら席について
いる。

5

授業中，よく班やグループで話し合ったり，自分の考えを発表
したりする。

6

生活科や総合的な学習の内容が好きだ。

7

生活科や総合的な学習では，新しいことや不思議だと思うこと
をたくさん見つけたり，調べたりしている。

8

読書を含めた家庭学習を，低学年は３０分，中学年は４５分，
高学年は６０分している。

9

自分から進んで家庭学習をしている。

表し合う姿が増えた。
◎「学びの広場」では、子
どもたちが主体的に学習
している。誤答を確実に
直す、やるべきことをき
ちんとやる姿勢が身につ
いてきた。
◎宿題以外の家庭学習に取
り組む児童が増えた。
▲ドリル学習を好み、じっ
くり考える問題や文章題

■保護者アンケート
護者アンケート

を苦手としている。

年間において
において、
項目１
肯定的評価が
☆過去 3 年間
において
、項目
１と２の肯定的評価
が最高値

＜学習について＞
1

お子さんは，学校の学習内容を理解している。

2

お子さんは，読書を含めた家庭学習を，低学年30分，中学年
45分，高学年60分している。

3

お子さんは，自分から進んで家庭学習をしている。

■２学期からの
学期からの主
からの主な取組
①授業と授業をつなぐ家庭学習を意識した授業改善
・家庭学習を授業の導入時に活用したり、自分の言葉で説明することで言語活動の充実を
図ったりする。また、習得したことを活用する家庭学習課題を提示することでさらに、
意欲の喚起と基礎基本の定着を図る。
・ＴＴ(教師 2 人体制による指導)を有効活用し、指導の充実と学習進度の確保に努める。

②家庭学習の定着
・家庭学習カードや学級だよりを通して、自主学習の取組の様子や具体的な課題や成果
等を家庭に伝え、さらに連携を深めて家庭学習の定着を図る。

③個別指導の充実
・学びの広場をより一層充実させ、学びの積み重ねを児童自身、そして保護者が分かる
ようにカードを工夫して取り組む。 ※4 月～10 月の利用者数 延べ 1,377 人
・県の配信テスト（3 年以上国語・算数）結果を分析し、全体指導すると共に、児童に
合わせた指導（担任の 1 対 1 対応・学びの広場で反復学習）を見極め充実させる。

２．｢おおらかな心
おおらかな心や思いやりの心
いやりの心をもち、
をもち、公正・
公正・公平・
公平・正義をつらぬこうとする
正義をつらぬこうとする子
をつらぬこうとする子｣
を育てるための
てるための主
めの主な取組
①行事や
行事や特別活動と
特別活動と連動した
連動した道徳授業
した道徳授業の
道徳授業の実施
②年齢や
年齢や立場の
立場の違う人や仲間との
仲間との交流
との交流の
交流の場の設定と
設定と振り返り活動の
活動の充実
③「いじめ見逃
いじめ見逃しゼロ
見逃しゼロ運動
しゼロ運動」
運動」に向け、児童自ら
児童自ら発信し
発信し、行動する
行動する場
する場の設定

■児童アンケート

◆児童のようす◆◇◆
◎友だちがうまくいったり、

＜豊かな心・道徳心について＞

頑張ったりしている姿を
素直に褒め合える。

1 学校で友だちに会うのは楽しいと思う。
2

登下校，教室，なかよし班の中で，自分の役割を考えて
行動している。

3 自分の長所や短所がよく分かっている。
4

きまりを守り，正しいと思うことは勇気をもって行動してい
る。悪いと思ったらすぐやめたり，直したりしている。
友だちの立場や気持ちを考えて，話したり，行動したりし

5 ている。
6

人に迷惑をかけたら，正直に話したり，素直に謝ったりす
ることができる。

7 （友だちに対して分け隔てなく）誰とでも仲良くしている。

◎交流場面において、優しく
接したり、誰でも関係なく
助け合おうとしたりする
姿がよく見られた。
▲正直に話したり、素直に謝
ったりできないためにト
ラブルになることがある。
▲プール開放時等、接する人
や場によって自分勝手で
不公平な言動が見られる
ことがあった。

■保護者アンケート
護者アンケート
＜豊かな心・道徳心について＞
1

お子さんは，学校は楽しいと感じている。

2

お子さんは，家族や地域の中で，自分の役割を考えて行動し
ている。

3

家庭でよく，お子さんのよいところをほめたり，がんばっている
ことを励ましたりしている。

4

お子さんは，年齢に応じて，してよいことと悪いことの判断がで
きるようになってきている。

5

お子さんは，誰とでも，仲良く遊んだり，行動したりしている。

■２学期からの
学期からの主
からの主な取組
①集団が高まる指導と場の工夫
・２学期の行事やなかよし班の活動の中で、集団の目標を決め、目標達成のために一人
一人が何をなすべきか、具体的なめあてがもてるように支援し、振り返り活動で児童
が自己評価したり、互いに認め合ったりする場を設定する。
・11 月のひまわりフェスティバルは、自分たちが楽しむだけでなく、お世話になった
地域の方々に感謝の気持ちを伝えるために思考錯誤する活動を設定する。

②公正・公平・正義感の育成
・9 月に「正直」について考える全校道徳やソーシャルスキルトレーニングを行う。
・行事と連動した道徳の授業を学年間で見合ったり、代表委員会等を活用し、児童自ら
より良い学校になるための働きかけができるように支援したりする。

３．「毎日進んで
したりする子
子」を育てるための
てるための主
主な取組
毎日進んで汗
んで汗をかくまで遊
をかくまで遊んだり、
んだり、運動したりする
運動したりする
①一人一人のファイルに
一人一人のファイルに学習
のファイルに学習カード
学習カード等
カード等を蓄積していく
蓄積していく個人
していく個人カルテの
個人カルテの作成
カルテの作成
②週３回の業間体育と
業間体育と原則全員参加の
原則全員参加の課外体育の
課外体育の実施
③家庭と
家庭と連携した
連携した「
した「メディアコントロール」
メディアコントロール」の実施

■児童アンケート
＜健康・体力づくりについて＞
1

体を動かして遊んだり，体育でいろいろな運動に取り組んだり
することが好きだ。

2

業間運動で，マラソンや鉄棒，縄跳びに，目標をもって取り組
んでいる。

3

体育の授業で，体育(カルテ)を利用して，できることが増えた
り，できるようになるための練習方法を工夫したりしている。

4

メディアコントロール「平日2時間 休日3時間」の約束を守り，
規則正しい生活を送っている。

◆児童のようす◆◇◆
◎楽しんで運動したり、目標
に向かって粘り強く取り
組んだりする児童が多い。
◎運動を通して、周りの人に
感謝する心が育っている。
▲メディアの約束を守るこ
とができない児童が固定
化している。

■保護者アンケート
護者アンケート
＜健康・体力づくりについて＞
1

お子さんは，メディアコントロール「平日2時間 休日3時間」の
約束を守り，規則正しい生活をしている。

2

お子さんは，良く外で遊んだり，運動したりしている。

■２学期からの
学期からの主
からの主な取組
①メディアコントロールとすこやか週間の工夫
・すこやか週間で当校のメディアコントロール実態を資料として提示し、家庭への啓発
を行う。また、よりよい生活習慣を目指して、個別の支援も継続していく。

②体育の授業改善と運動遊び環境の整備
・体力テストを分析し、個人カルテをもとに個に応じた授業課題を設定し指導にあたる。
・妙高高原地区合同マラソン大会に向けて、目標をもって練習に取り組めるような場と
時間を設定し、チャレンジカードを工夫して継続的な取組とする。
・休み時間に、楽しみながら運動遊びができる環境づくりや整備を行う。

学校運営に
４．学校運営
に関して

■保護者アンケート
護者アンケート
＜学校運営について＞
1

学校は，お子さんの実態や保護者･地域の願いに応じた教育
を進めている。

2

学校は，教育方針や学校・学級の様子を，たより等で分かり
やすく伝えている。

3

学校は，気軽にお子さんのことについて相談できる雰囲気で
ある。

4

学校は，行事や参観日に，保護者や地域の方が来校しやす
いように工夫している。

5

学校は，登下校を含め事故防止のために，交通安全や不審
者対策等，児童への安全指導を十分行っている。

学校運営に関しまして、本年度も保護者の皆様から、どの項目も９０％を超える大変高
い評価をいただきました。記述欄で若干ご指摘をいただいた点につきましては、心を引き
締め、改善に向けさらに努力していきます。

■お忙しい中、アンケートへのご協力ありがとうございました。■■■■■■■■■

◇お知らせ◇
①ＡＬＬ妙高「あいさつ運動」の実施（5/11～5/20，9/21～9/30 実施済み）
秋の交通安全運動と連動してＡＬＬ妙高「あいさつ運動」を実施しました。あいさつロ
ードだけでなく、校区全域・全家庭にあいさつ運動参加のご案内をしたところ、5 月は延
べ 200 人、9 月は延べ 194 名もの方が、朝、子どもたちを見守り、声をかけて下さいまし
た。ありがとうございました。
今後も、
「あいさつがよい妙高高原南小の子どもたち」を保護者、地域の皆様と連携して
育てていけるよう学校でも取り組んでいきます。

②交通ルールの安全指導、クマやサル、不審者対策等の安全管理の徹底
自転車の乗り方や徒歩での交通ルールの徹底を図っています。下校時刻の広報無線、ク
マよけの鈴の配布による予防対策に加え、クマやサルの出没時には、学校職員が引率して
下校する体制をとっています。目撃情報がありましたら、すぐに学校までご連絡ください。
不審者対策につきましては、警察指導の下、9 月に避難訓練を実施しました。子どもた
ちには、不審者に遭遇した際の対処の仕方について分かりやすく指導していただきました。
職員も、不審者の取り押さえ方について講習を受けました。
児童登校完了後、児童玄関は施錠します。
（グラウンドや畑等で活動するときは解錠しま
す）職員玄関は、Ｈ２１年からセンサーを設置し、来校者があるとチャイムが鳴るように
なっています。※職員玄関のオートロックは、引き続き、市に設置のお願いをしています。

③学校ホームページの更新
昨年度より、学校のホームページが妙高市の「おたよりシステム」を活用したものに変
わっています。毎月更新していく予定です。
学校ホームページ
学校ホームページＵＲＬ
ホームページＵＲＬ http://azalea.ac.city.myoko.niigata.jp/kogenminami-s/

