
令和 3年度 東士幌小学校 前期 学校評価アンケート 
 

 

１ 【指導方法の工夫】主体的・対話的で深い学びの実現

児童：○読書感想文を頑張りました。    
○算数の計算を頑張りました。 

教師：●スモールステップで繰り返し取り組んでいたが、学習内容の定着には至ってなかった。 

 

２ 【学習の定着】読解力・聴解力を高める

 

児童：○家庭学習（日記）を頑張りました。 

   ●たまにわからなくなることがある。漢字が読めないところがある。 

教師：○研修の成果もあり、書かれた意図を読み取れるようになってきたと思う。 

   ●努力はしているが、低学年にはもう一歩踏み込んだ何かが必要だと感じている。 

   ●指導が合っていないのか、それともこれから成果が出てくるのかは定かではないが、今のところ大きな成長や 

手ごたえは感じられない。授業の組み立てや、指導方法など改善して効果が表れるようにしたい。 

●繰り返し取り組んでいるが、成長はみられるものの、正確に読み取り正しく聞き取るところまでは至っていな

いのが現状。 

 読み取りについては、感心な短い文章から「だれ」「なに」「なぜ」など問われていることが何かを読み取る（答

える）練習をするなど、日常的にトレーニングして少しずつ慣れていくのはどうだろうか、と思い取り組んでいる。

語い力、言葉の持つイメージ、一文の情報の受け方、文同士の情報のつながり等、読み取るための練習もありです。 

 

３ 【基本的な生活習慣】気持ちの良い挨拶・返事の習慣と社会でのルールを習得する

 

児童：○毎日あった人に挨拶をしています。 

   ●たまに返事をすることを忘れるからです。 

教師：○登校時等、声掛けを行い、子供たちも自分から挨拶ができていた。 
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コロナ禍で思うように進まない学校教育ですが、今年度も工夫しながら学校教育を進めてきました。児童・保

護者には高評価いただきましたが、職員としてはもっとできたのではないかという反省がありました。 



４ 【道徳教育・生徒指導】より良い人間関係の育成

 

教師：●実施に向け、計画・企画段階までは進みますが、コロナ禍において効果を上げるのはむつかしいです。 

   ○日常生活、道徳等で指導し、人に優しくできた時などその場や帰りの会で認めてきた。 

   ○頑張ったことを認め、やればできるという意識を高めながら自己肯定感を高めるようにした。 

 自己肯定感を高めるために意識したいことや、言葉遣い、友達との関わり方などについてエピソードを話すように

心がけた。 

 

５ 【キャリア教育】勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の育成

児童：○児童会活動を頑張りました。 
   ●児童会などで取り組むことが遅くなったからです。 

教師：●目標や仕事内容等をはっきりさせて、取り組ませてきたが自分ができることを見つけるまでには至っていない 

 

６ 【体力の向上】積極的に運動に関わろうとする態度の育成

児童：○運動会で走るのを頑張りました。 
○いつもみんなで元気よく体を動かしています。 

○外でもなかでも遊んでいます。 

○毎日汗をかくほど遊んでいます。 

教師：○朝の定期的な運動と運動効果を工夫したメニュー等、継続していくことで着実に成果として表れています。 

新体力テストの結果に期待しています。 

○朝のトレーニングや体育の授業内で様々な運動を行うことができ達成できたと思う。 

 

７ 【安全指導】危機管理体制の確立と危機意識の高揚

 

教師：○安全対策に対する意識をもって教育活動を進めている。子どもたちにも意識させることができたと思う。 
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８ 【開かれた学校づくり】家庭・地域との連携、情報の発信

 

児童：○お母さんに言われる前にプリントを渡しています。    

○家族に学校であったことを話しています。 

教師：○保護者と顔を合わせた時や通信等で日ごろから頑張っていることを積極的にお知らせしてきた。 

   ○マチコミを活用し、日々の様子を保護者へ伝えるように心がけた。 

 

９ 【社会に開かれた教育課程】地域の特性を生かした、柔軟で特色ある教育活動の推進

 

児童：○農園活動などで、みんなで協力して活動するととても楽しいからです。 

教師：○農園活動を中心に取り組んできた。 

   ●コロナ禍で延期・縮小になっていて、計画通りにできていない。今後できる範囲で取り組んでいきたい。 

児童：○農園活動などで、みんなで協力して活動するととても楽しいからです。 

教師：○農園活動を中心に取り組んできた。 

   ●コロナ禍で延期・縮小になっていて、計画通りにできていない。今後できる範囲で取り組んでいきたい。 

 

10 【カリキュラム・マネジメント】新学習指導要領を踏まえた本校の教育課程の工夫改善

 

児童：●自分から進んで家庭学習をしていないからです。 

教師：○地域の環境を取り入れつつ充実したマネジメントを行ってきた。 

後期の取り組み （力を入れたい教育） 

基礎学力の定着 

 

 

 

【学力】少人数ではあるが社会における必要な力を身に着けられるようにこれからも継続して指導していきたい。 

    進級・進学しても、子どもたちが困らないように責任を持って指導していきたい。 
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＜後期の重点＞ 

 小小連携や小中連携

の推進を図る。 

 子どもに寄り添い理

解を深め、指導・支援

を行う。 

 わかりやすい授業と

主体的な学習を行う。 
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キャリア教育                         礼儀とモラル 

【キャリア】児童数に合わせた活動を考え、主体的で協働的な活動になるよう指導していきたい。 

【礼儀モラル】極小集団、限られた職種の環境下で、社会のルールやきまりの具体的イメージを児童に身に着けさせる 

には長いスパンでの取組になります。これからも必要な力をつけるため、指導したていきたい。 

 

体力の増進                           危機管理 

【体力】理解レベルもありますが児童のスポーツの意識は高

いです。 

【危機管理】登下校時には日常的な危険個所があります。 

保護者の皆さんの下校指導、指導部を中心とした街頭指導、事務職員の献身的な見守りに感謝しています。 

 

個別指導の充実                        資質向上の取り組み 

【個別】人数が少ない分、個別の指導は充実するが、関わりすぎてしまうことには注意が必要だと感じている。 

【資質向上】職員の研修を充実させ、授業のスキルアップを図って行きたい。 

校外での研修も積極的に参加できるような体制づくりが課題。 

 

道徳教育の充実                        連携推進の充実 

【連携充実】コロナ禍が大きな壁です。 

校区連携事業での他校との関わりや、大人数での活動の機会をできるだけ多くし、経験を積むとよいと思

う。 

コロナ禍で思うように計画が進まないが、校区での共通理解を図りながらなんとか１歩踏み出し、継続し

て進めていけるようにしていきたい。 
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