
平成26年度　後期学校評価
評価基準　　５：大幅に上回って達成　　４：完全達成　　３：ほぼ達成　　２：未達成　　１：著しく未達成
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板書に「課題」と「まとめ」を位置づけ、１時間完結型授業に努めた。 3.5 3.5 ○全員が意識して取り組めている。●１時間で完結できないこともあった。

互見授業を学期に３回以上実施した。 3.1 3.1 ○実施することができた。　●空き時間が少なくて、厳しい面もあった。　

家庭学習に、毎日１時間３０分以上取り組むように指導した。 3.2 3.2 ○学年集会や短学活等で声かけをしながら指導した。　●継続して取り組むよう個別の指導が必要である。

毎日｢前進｣にて学習時間をチェックした。 3.3 3.3 ○｢前進｣の記録グラフに緑のボーダーラインを入れたりして意識付けをした。　●学習時間の記入欄は毎日記入させる指導が必要である。

習熟度を意識し授業を行った。 3.8 3.8 ○習熟度を意識した授業を行うために、｢振り返り｣の場で、習熟度に応じた問題を数種類用意するなどで対応しいてる。

補充学習が必要な生徒に対して、｢大神塾｣等を活用して確実な定着を図った。 3.3 3.3 ○前期よりも、個人指導ができた。｢大神塾｣を多く活用できた。●終了時間を決め、何をどこまでやるのか等の設定が必要である。

生　１ 授業では、黒板に｢課題｣と｢まとめ｣が書かれていた。 4.3 4.5 ○前期より、高い評価を得ている。

生　２ 家庭学習を毎日１時間３０分以上取り組んでいる。 3.4 3.6 ○前期以上に、大部分の生徒が取り組めるようになった。継続して指導していきたい。

生　３ 先生方は、｢大神塾｣を活用して指導してくれている。 3.9 4.0 ○前期より、生徒の評価は高い。

保　１ 子どもは、自主学習ノートに毎日取り組んでいる。 4.2 4.2 ○小学校からの取り組みで、定着していると思われる。

保　２ 子どもは、家庭学習を１時間３０分以上取り組んでいる。 3.4 3.4 ○生徒は家庭学習に取り組んでいる様子が伺える。

保　３ 子どもは、｢前進｣(生活ノート)を毎日記入している。 4.4 4.2 ○定着できている。●記入する内容の質を上げる必要がある。

全員が学期に１回以上、帰りの会で｢１分間スピーチ｣を実施する機会を奨励した。 4.0 4.3 ○一回りして５～６回目に入っている。今後も続けていく。

学年集会や全校集会において、学期に半数以上、生徒の発表の機会をつくった。 3.2 3.9 ○学年によって若干の差はあるが、全員終わる予定である。　

図書カードを活用し、読書量が学期に１０冊以上になるように指導した。 2.8 3.1 ○図書カードは国語科を中心に指導をおこなっている。○学活の中で本などを紹介することができた。

図書館や学級文庫の利用を呼びかけた。 3.0 3.2 ○授業においては常に行っている。●図書館利用の呼びかけが今後の課題である。

授業中の生徒の発表が増えるように発問を工夫した。 3.2 3.8 ○発言の機会を増やそうと努力した。

小集団活動を授業に積極的に取り入れた。 3.3 3.6 ○小集団活動の授業を、できるだけ取り入れた。

生　４ 朝・帰りの会や学級会、授業中に自分の考えや思いを言葉で表現することができた。 3.4 3.2 ○スピーチなどの成果が出ている。●今まで以上に授業中の発表の機会を多くする必要がある。

生　５ 図書カードを活用し、学期に１０冊以上読むように努力している。 3.6 3.8 ○図書カードを利用した、目標数の設定が効果的であったと思われる。

生　６ 授業では班(ペア)活動があり、自分の考えや思いを言葉で表現することができた。 4.1 4.1 ○班での活動では発表も増えている。班活動が効果的であると思われる。

保　４ 子どもは、家で本を読んでいる。 2.9 2.9 ●家庭での読書の時間はなかなかとれていないと思われる。保護者との連携が必要である。

月に１回以上は、全校集会や学年集会、学級活動において、挨拶を奨励した。 3.4 3.6 ○挨拶の意義を含めて声かけを行った。

月に１回以上は、相手の目を見て、自分から先に挨拶を行うように指導した。 3.4 3.2 ●全体的に生徒の意識が下がっている気がする。

教　８ 挨拶運動に参加するように呼びかけた。 3.5 3.5 ○生徒は意識が高く、挨拶運動には積極的に参加している。

教　９ 毎日授業や清掃活動に付き、全員そろって大きな声で挨拶ができるよう指導した。 3.4 3.6 ○毎日呼びかけ、指導している。

生　７ 相手の目を見て、自分から先に気持ちのよい挨拶ができた。 3.8 3.9 ○自己評価ではほぼできている。

生　８ 挨拶運動に参加し、大きな声で挨拶ができた。 3.7 3.8 ○自己評価ではほぼできている。

生  ９ 授業や清掃活動での挨拶を、大きな声でするようにこころがけた。 3.6 3.8 ○自己評価ではほぼできている。

保　５ 子どもは、自分から先に挨拶ができている。 3.6 3.5 ●自分から先に挨拶をする意識をもっと高める必要がある。

教　１０ 清掃　　　　清掃場所に行き、雑巾掛け清掃の指導に努めた。 3.4 3.6 ○清掃は必ず指導に付き、整理整頓も意識させた。○雑巾掛けの指導ができた。

教　１１ 感謝　　　　教師自ら感謝の言葉を意識し言うように努めた。 3.4 3.4 ○意識して努めた。○随時声かけをし指導した。

教　１２ 整理整頓　随時点検して指導に努めた。 3.1 3.5 ○随時点検し指導して生徒の意識が高まった。●整理整頓出来ない生徒を、機会があるたびに指導していくことが必要である。

生　１０ 清掃活動は、５分ほうき、１０分雑巾掛けを意識して取り組んだ。 3.3 3.2 ○時間いっぱい清掃に取り組む意識はできている。

生　１１ 親切な言葉や行動に対して感謝の思いを、言葉(ありがとう等)で伝えることができた。 4.1 4.3 ○前期以上に、かなりの生徒が意識している。

生　１２ 靴箱、トイレスリッパ、教室内外の整理整頓にこころがけた。 3.9 4.0 ○前期以上に、生徒はきちんと整頓できている。

保　６ 子どもは、｢ありがとう｣など感謝の気持ちの言葉が言えている。 3.7 3.8 ○前期以上に、感謝の気持ちが言えている。

保　７ 子どもは、整理整頓をこころがけている。 2.6 2.7 ●生徒の評価と大きくちがうので、家庭での整理整頓の必要性を理解させ実践させることをお願いする。●PTAの学級懇談等で話題にする。

保　８ 学校は、前例踏襲を見直し、教育活動の改善に努めている。 3.5 3.6 ○前期以上に、見直しは理解されている。

保　９ 学校は、子どもの様子や行事予定について、適切に情報提供してくれている。 3.7 3.6 ○いろいろな通信を通して、情報を得ていると思う。●ホームページも随時更新してく必要がある。

保 10 学校通信・学年通信・学級通信や学校からの文書は読んでいる。 4.0 3.9 ○学校からの文書はよく読まれている。

※教＝教職員　　生＝生徒　　保＝保護者

○１時間完結型授業を、徹底して
いく。
○習熟度を意識した、きめ細やか
な指導を充実させる。
○家庭学習の仕方を、今後｢家庭
学習の手引き｣等を使い、具体的
に指導していく。
○｢大神塾｣の活用の仕方につい
て、共通理解を図る。

○図書館利用の呼びかけを全教
職員で行う。
○今まで以上に授業中の発表の
機会を多くし、発表を認めてもらえ
る共感的人間関係を育む場を意
識して設定する。

○｢相手の目を見て、自分から先
に気持ちの良い挨拶をする｣ことを
継続して指導するとともに、校外に
おいての挨拶も奨励する必要があ
る。

○家庭での整理整頓の指導も行う
とともに、学年PTA、学級PTAなど
で保護者と連携を図る。
○清掃活動は、５分間ほうき・１０
分間雑巾掛けを指導する。

○ホームページを随時更新するよ
うに努める。
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○自主学習ノートで学習した内容
を、次の日の朝自習で、問題を解か
せることにより、自主学習に対する
生徒の自己評価が、好転できてい
る。
○少人数指導・TT指導等で、きめ細
やかな指導が標準学力調査の結果
にもつながり、重点目標を達成して
いる。
○３年の勉強合宿は、学習に対する
生徒の姿勢が、受動的から能動的
に変化していることに成果を感じる。
今後も続けてほしい。
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○教員の生徒への働きかけは、全
項目伸びて努力しているが、生徒の
｢自分の考えや思いを言葉で表現す
ることができた。｣の項目は、3.4→
3.2である。更に取り組みを進める必
要がある。
○｢大神を学ぼう｣の講演会で、生徒
が、自分から手を挙げて意見を発表
したことから、自ら発表する積極性
が、出てきたと思われる。
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○挨拶は、学校の中ではよくできて
いるが、学校外であっても、挨拶をし
てくれるとよいと思う。
○生徒からの挨拶を待つばかりで
はなく、大人から声を掛ける必要も
あるのではないか。

○整理整頓を、保護者で話題にして
取り組みたい。また、次の年度にも
伝えて家庭の中でも取り組みたい。

○大神中の良さを、もっとアピール
するために、ホームページを活用し
たらよい。ＰＴＡでもホームページを
もっと見ようと、伝えたい。
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