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評価委員

学校関係者評価

評価項目 評価指標 評価基準 達成状況
評
価

結果の分析及び改善方策等 自己評価に対する意見など

めあてをつかんでいる学習している 肯定的評価90％ 肯定的評価８９．６％ A

この時間はどんなことをするのか、どの
ようにするの、かつかんで学習している

肯定的評価90％ 肯定的評価８７．０％ A

わかったこと・わかり方・気づきを書いて
いる

肯定的評価90％ 肯定的評価８７．０％ A

友達に自分の考えが伝わるように発表し
ている

肯定的評価80％ 肯定的評価８３．１％ S

聞いていることが話し手に伝わるように
聞いている

肯定的評価80％ 肯定的評価７９．９％ A

ノートや教科書、ワークシートなどを見
せ、指さしたりしながら説明している

肯定的評価80％ 肯定的評価５５．０％ D

宿題をしている 肯定的評価90％ 肯定的評価１００％ S

自主学習をしている（3年以上） 肯定的評価90％ 肯定的評価９６．２％ S

学校以外で、平日1日当たり20分以上読
書をしている

肯定的評価70％ 肯定的評価７８．２％ S

宿題や自主学習のしかたがわかってい
る

肯定的評価80％ 肯定的評価９３．５％ S

国語辞典を使って学習している（2年以
上）

肯定的評価90％ 肯定的評価６５．１％ C

新聞を読んでいる（3年以上） 肯定的評価90％ 肯定的評価２５．６％ D

読書が好き 肯定的評価90％ 肯定的評価７１．４％ C

旭のいいところや自慢できるところを知っ
ている

肯定的評価70％ 肯定的評価５４．５％ C

ボランティアさんや地域の人に教えても
らったり、助けてもらったりしてよかったと
思う

肯定的評価90％ 肯定的評価９２．２％ S

笑顔であいさつしている 肯定的評価80％ 肯定的評価６２．３％ C

相手の目を見てあいさつしている 肯定的評価80％ 肯定的評価８５．７％ S

名前を呼ばれたら、はっきりと返事をして
いる

肯定的評価80％ 肯定的評価８５．７％ S

改まった場では、丁寧な言葉遣いをして
いる

肯定的評価80％ 肯定的評価８４．４％ S

自分にはよいところがある 肯定的評価90％ 肯定的評価８４．４％ A

自分は人の役にたつ人だと思う 肯定的評価90％ 肯定的評価６２．３％ C

授業や学級会などでは自分の考えを言う 肯定的評価80％ 肯定的評価６１．０％ D

自分と違う考えも聞き入れながら、ものご
とを決めている

肯定的評価80％ 肯定的評価８０．５％ S

保健だよりなどを読んで、生活の仕方を
良くしようとしている

肯定的評価80％ 肯定的評価５７．１％ C

嫌いなものでも食べている 肯定的評価90％ 肯定的評価９０．９％ S

平日のテレビ、ゲームは1時間以内にし
ている

肯定的評価80％ 肯定的評価６３．３％ C

背筋を伸ばして、書いたり食べたりしてい
る

肯定的評価90％ 肯定的評価６２．３％ D

群れて遊ぶことの日常
化、運動習慣づくり

業間や昼休みには体を動かして遊んで
いる

肯定的評価90％ 肯定的評価８１．８％ A

　体を動かして遊んでいる児童は多いが、屋外でしっか
りと遊んでいる児童は、数値ほど多くはない。運動量の
確保できている児童と不足している児童の二極化があ
る。
　トレーニングや"強制的”に遊ばせるのではなく、自由
に遊べる時間を確保し、多様な遊び、友だちと群れて遊
ぶ楽しさを味わうように支援したい。スクールバスや短
距離の徒歩通学からも、授業に入るまでの体と頭の目
覚めを促す朝の運動量確保が望まれる。

学校関係者
総合所見

学校関係者評価を
受けての対応

　国語辞典の使用頻度は個人差が大きい。2学期以降、
新聞記事を使った視写や意見文作文に取り組んでいる
が、新聞に興味を持ち、目を通すには至っていない。読
書はしていても必ずしも好きというわけではない。
　文字・文章に親しみ、語彙を増やし、単に文章読解力
の向上だけではなく、日常生活で活用できるようにした
い。

TPOに応じた「あいさ
つ・返事」「言葉遣い」

自己肯定感、自己有
用感の高揚

互いの違いを認め、思
いを出して納得と合意
をつくる活動

　児童は挨拶をしていると自己評価しているが、実態と
しては、十分ではない。目は見ていても、ちらりと見る程
度で、しっかりと目を合わせられない児童も多い。はっき
りと声を出すことも含め、教師が率先垂範したい。
　授業の中での返事はできている。授業中の言葉遣い、
職員室に入るときの言葉遣いはていねいである。一方、
休憩時間などでの教師への言葉遣いがくだける児童は
かなりいる。公の場での言葉遣い、敬語を適切に使える
ように指導を充実したい。全国標準テストでも敬語の理
解が不十分と出ている。
　家庭への協働を働きかけたい。

　　自分のよさを認めつつも、それを他者から認められ
ているという自信や、自分が他者や社会に貢献している
という意識が低い。事実に即応して感謝の言葉がけや、
していることの価値付けを行うとともに、集団にも示し、
価値を共有していきたい。

　受容的ではあるが、自分の考えを出すことができにく
い。したがって、互いの考えや意見を尊重した討論や合
意形成とは言いがたい。自己肯定感・有用感の不十分
さと関連がある。多様性、誤答、少数意見を尊重する話
し合い活動を充実したい。

○新聞・国語辞典の取組を充実し、語彙を豊かにし、文章力を高める
ことで、自分の考えを持ち、述べることのできるようにしたい。

○アウトメディア、家庭学習習慣を含め、基本的な生活習慣づくりにつ
いて、家庭への啓発活動を継続し、家庭と連携した指導を一層進めた
い。

○「自他尊重感（アサーション：Assertion）」「自己有用感に裏付けられた自尊感情」の高揚に努める。
　　　旭のよさ・可能性も含め、自他・生活事象に対して「ありがたし」「おかげさま」の価値を伝える。
○基本的な生活習慣と家庭学習習慣の確実な定着を目指し、家庭と協働した取組を充実する。
　　　「メディアコントロール」「早寝・早起き・朝ご飯」「姿勢」の取組を継続する。
　　　朝の遊び・朝学習による「体と脳の目覚め」の活動、および、運動量、食欲を確保する。
○思考力・表現力の向上の指導を継続する。
　　　語彙、文章表現、イメージ、論理、対話を重視した学習活動を行う。

「めあて・見通し」
「ふりかえり」のあ
る学習活動

「問い」「かく」「説明」を
大切にした学習活動

　山本　広文　　　石井　千栄子

　飯田　純子　　　大西　洋子　　　　武村　　晃

　光嶋　昭善

自己評価　　対基準値　 S（101％以上）　　　A（90％以上100％以下）　　　B（80％以上90％未満）　　　C（70％以上80％未満）　　　D（70％未満）

メディアコントロール力
の向上・生活習慣の改
善

　テレビ・ゲームに費やす時間が多い。アウトメデイアの
取組も改善を行ったが、このときだけの取組で日常にま
で波及していない児童が多い。生活習慣・家庭学習習
慣作りの核になる。家庭への啓発を一層図り、PTAの取
組の重点にすえるなど、家庭と協働した取組を強化した
い。
　姿勢についての児童の意識は高まっているが、姿勢
が崩れやすい児童は多い。特に書く姿勢が悪い。姿勢
を保つ筋力が弱いことも考えられる。トレーニングではな
く、外遊びを推奨し、日常の運動量を増加することで筋
力の向上を図ると共に、動と静のメリハリのある生活に
より意欲と意識の向上を図りたい。

評価領域

　給食は、苦手な物でも残さず食べる子がほとんどであ
る。
　望ましい成長・健康、生活習慣づくりに向けた実践は
十分ではない。知識・理解の不十分さによる必要感の欠
如と取組へのマンネリズムがある。保健だよりを活用し
た計画的指導と生活実践、PTA活動としての取組など保
護者への啓発活動と協働実践を行いたい。
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健康で意欲的
に活動する子
どもを育てる
学校づくり

自ら健康課題をつか
み、望ましい生活や暮
らし方をつくるための
保健指導・食育

家庭学習の充実につ
なぐ学習方略の指導

自分も他者も
旭も大好き
で、しなやか
な心を持った
子どもを育て
る学校づくり

自己評価
総合所見

　授業改善、家庭学習については、一定の成果が見られるが、結果としてはまだ十分ではない。あい
さつや自己肯定感は高まっているが、自己有用感は高いとは言えない。教職員を含めた大人からの
肯定的評価、指導的評価が望まれる。
　自己有用感・人間関係作りの土台となる、自己表現・自己表出の力が依然として不十分である。異
質・少数も尊重する価値観、自他尊重の価値観を育てる指導を充実したい。
　基本的な生活習慣、家庭学習習慣の定着が望まれる。核となっているのがメディアコントロールの力
であり、学校での知識と自己理解、必要感・実践意欲の指導とともに、保護者への啓発と、PTAとして
の重点的取組など家庭と協働した取組をいっそう推進したい。

子どもが「わ
かる・できる・
役立つ」喜び
を実感できる
学校づくり

　「読み聞かせ」での振り返り活動に
あっても、感情語での感想で終わって
いることが多い。自分で描いた情景や
登場人物に移入したとらえ方などはで
きない。想像力・物語の世界に入り込
むことの弱さを感じる。
　これも、語彙が少ないことが原因の
一つであろう。メディアで流れた言葉
には反応できても、普遍的な言葉には
反応できにくい。

　辞書引きで付箋を付ける活動につい
ては、今は実を結ばなくても、将来に
は必ず役立つ。継続してほしい。

　新聞をとっていない家庭が増えてい
る。「新聞は『社会』の教科書」である。
学校では学べない様々な情報が入っ
ている。広告欄にも社会の縮図があ
る。社会への視野を広げることは旭の
子にとっても大切なことである。学ぶ
意味を考えさせる上でも意義深い。
　アウトメディアの取組の一つに取り
入れてはどうか。また、国語学習の発
展、情報教育として新聞記者を招い
て、記事の書き方や考え方について
学習することも考えられる。学校のこ
とを記事に取り上げてもらい、新聞へ
の興味関心を高めることも考えられ
る。

　いずれも、家庭の教育力によるとこ
ろが大きい。

旭の自然・産業・施設・
人材・歴史を活用した
総合的な学習の時間・
生活科の創造

自　己　評　価

　旭のよさに気付きにくいことは、この
状態を当たり前と思っていることが大
きいだろう。同じメンバーで生活してい
ると、人の役に立っているという実感
がないのだろう。
　大人も子どもも、余所と比較して考
えることがなかったり、よい状態に慣
れてきたりすると、この状態が「あたり
まえ」「当然」になり、「してくれない」と
不満を言うようになる。視野を広げる
ことも必要だが、日常にありふれてい
ることにも、「ありがとう」の言葉を出し
ていくことが大切だ。
　また、「例」を示さないと考えられな
い、考えを述べられないという時代に
なってきている。そうしたモデルを学校
が子どもに示していくことも必要だろ
う。

　アウトメディアの取組も、「取組期間
だけ見なければいい」というものでは
ないことを親子共に理解していないと
いけない。
　ディスプレイからは空間認知が十分
に育たない。折り紙、積み木、砂場遊
びなど昔からの遊び、保育での遊び
には意味がある。テレビ・ゲームに変
わる「趣味」を子どもたちは持っている
だろうか。カードゲームではなく、現実
で「遊べる」「熱中する」ものが人格形
成の上でも知力形成の上でも必要
だ。読書・描画・ジグソーパズルも含
め、体と頭をフルに使う工夫が求めら
れる。「はまっているものアンケート」
をし、それをもとに取組を考えられな
いか。

　基本的な生活習慣・家庭学習習慣
に関わることは、保護者の意識が変
わらないと難しい。小学校時代に生活
習慣・学習習慣が身に付いていない
と、中・高校で困ることは明らかであ
る。社会人としても、自ら学ぶ習慣は
必須の時代である。基本的生活習慣
は「一連の流れ」を身に付けることでも
ある。「生きていくとはどういうことか」
を伝えていかないといけない。
　大人も大変であることは理解する
が、今、大人ががんばるしかない。

　児童は、めあてや見通しをもって学習に向かい、学習
したことを振りかえることができており、主体的な学びに
近づきつつある。しかし、「ふりかえり」が感想のレベル
で留まっていることも多々ある。
　今後、到達目標として「めあて」を明示するとともに、理
解内容や学び方、次なる目標・疑問など、「ふりかえり」
の観点を明確化して、書かせたい。

　児童は相手を意識して話したり、聞いたりしていると意
識しているが、実態は必ずしも十分ではない。一対一や
班の中ではある程度できているが、学級全体では、声量
が十分でなかったり、教師に聞いてもらって満足してい
る状況もある。
　場に合った声量、速さ、物を提示しながら話す、確認し
ながら話す、反応して聞くなど、相手を意識した話し方と
なるようにしたい。

　児童は、家庭学習の仕方がわかり、宿題、自主学習共
にしていると意識している。休日の家庭学習時間が少な
い。読書をしている児童は多いが、学年が上がるほど時
間が少なくなる傾向がある。また、家庭学習の成果が理
解や技能の習熟に必ずしも反映していない。
　家庭学習の質（内容・しかた）が向上するように、「家庭
学習」の意義、内容・進め方の一層の指導が必要とな
る。規制がほとんどない「家庭」で、計画的に学習できる
ようにしたい。保護者アンケートでは、家庭学習の環境
は整えているが、できていないという矛盾も生じている。
家庭への一層の啓発・協働が必要である。

　児童はボランティアが自分たちの学びに貢献している
ことを感得し、感謝の念を抱いている。
　旭の魅力に気づいている児童は半数程度に留まって
いる。旭の産業・福祉を総合学習で行った3年生以上で
も同程度である。学習の深化と教師による一層の価値
付けが必要である。

豊かな語彙・語感、叙
述力の向上


