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うらさと学校だより２５
～一学期中間評価特集～ 平成２５年１０月３０日

一学期の中間評価を基にした
二学期の取り組み

遅くなってしまいましたが、一学期の中間評価でのご協力ありがとうございました。アンケート結果は、夏

休み前にお知らせいたしました。皆様から寄せられたアンケートの数値やご意見等を基に、学校でも全職員で

二学期の方向を検討し、現在それにそって教育活動を行っています。保護者の皆様のご意見につきましては、

学校便りでもお知らせいたしましたが、直ちに実現可能な点については対応させていただくと共に、難しい課

題につきましては今後時間をかけて検討させていただいております。今後もいろいろな機会に意見交換をさせ

ていただき、よりよい形を創り出していきたいと思います。今回は、学校便りでお知らせしたことと重なりま

すが、一つにまとめたものを提示させていただきますので、よろしくお願いいたします。

一、学力向上に向けた取り組みについて

１学期の学校での子どもたちの様子から職員が気がついた課題

・行動が雑になってきて、その場の感覚的な行動が目立つ時がある。
・最後までやり遂げる力－「疲れた」「もういいや」という姿勢が見られる。学習問題に取り組も
うという意欲がもっと出てくるといい。教師自身も意欲的になれる授業にしていきたい。

・粘り強く，一つのことに最後まで一生懸命に取り組む姿勢を伸ばしていきたい。
・言われてやる子が目につく。責任や役割の自覚を促し、もっと先を見通せるような考え方を身
につけていきたい。

・聞いた後どうするか，それに対してどう思うか，切実な問題の時は考えられるが，与えられた
と感じる課題については，意識が薄くなってしまう傾向がある。

・「聴く力」の不足。相手の言っていることをまとめたり，そこから広げる力を育てたい。
・相手を意識た話し方，聞き方がしっかりと育つように指導を工夫したい。
・給食，掃除，朝の会 集会等のスタートの時間をみんなが守りたい。
・特に高学年の児童は，心にゆとりを持って行動できるようにしていきたい。
・挨拶を含めたコミュニケーション能力が十分ではないように思える。
・友達との関係 友達に強い口調でものを言う姿が見られる。

（１） 授業改善
上記のように、職員間で悩みや課題を出し合って、それを連学年会でも話し合い、解決しようと

しています。出された課題には児童の自立に関わるものが多いです。児童の姿には、教師やお家の
方々の指導が反映されています。児童の姿から、現在の自分たちの指導のあり方、特に授業のあり
方を振り返り、それを改善するために、全員が授業を公開し課題について話し合ったり、県から指
導主事、大学から教授を招いて指導を受けたり、お助け隊の皆さんのお力を借りたりしながら、子
供たちに自立心や真の学力をつけようと努力しています。そこで、２学期もますます下記の点を大
切に授業を行っています。

＜問題解決的学習を志向した授業→子どもたちの自立をめざした学習＞

子どもたちが主体的に取り組んでいく学習をめざした指導の工夫。
①学習課題を子どもたち一人ひとりに持たせる。そのためには、子どもたちの気づきから学習
課題を作っていけるようにしていく。
②自由に話ができる場をつくる。
③話す活動と書く活動を結びつける。
④教師の心構え
・待つことを大切に・よく聞いて、認め、つなげる。・聞いている子に目をかける。
・できるだけ説明はしない 説明は子どもたちにさせるように
⑤その他
・連学年授業や一部教科担任制を行うことで、計画的に学習が進められるようにしていく。
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聴く力の改善 25年4月から9月までの授業参観アンケートにおける「そう思う」のパーセンテージ

25 年 4 月 5 月 7 月 9 月
子どもたちは、発言する友だちの方を見たりして一生懸命聞こうとしていましたか。 63.4% 44.8% 55.0% 80.0%

4月に行われた全国学力・学習状況調査で満足行く点数をとるなど、本校の児童は学力的に高く、
その高さをキープしている理由の大きなものとして、「聴く力」があげられると考えています。と
ころが、4 月と５月の参観日のアンケートにおいて児童の授業中の聞き方に関わって評価が急に低
くなってしまいました。（上表）そこで、職員全体で児童の聞く意欲に焦点を絞り、各クラスで工
夫しては、全体で出し合い検討し進めてきた結果次第に改善してきました。よい聞き手を育てるこ
とは、児童のわかりやすい表現力を育てることにつながると考え、現在、わかりやすい説明という
点についても、大切にしながら取り組みを進めています。

□基礎学習に力を入れてほしい。
＜□は保護者の皆様からのご意見・ご要望です。＊はそれに対する学校側の返答です＞

＊今までも基礎学力の育成は大事にしてきています。授業の充実を図ると共に、はげみタイム、個
別指導の時間（高学年 金曜日３:４０から 現在学習支援ボランティアに入っていただき、○付
けや個別指導もしていただいています）や家庭学習の充実をご家庭の協力を得て進めて参ります。

２、家庭学習について
一学期保護者アンケート 昨年度との比較 そう思う 大 体 そ う あまりそう そう思わな

思う 思わない い

子どもたちは、基本的（低学年）自主的（高学年） H24-1期 23.5% 55.9% 17.6% 1.5%
な学習習慣が身についてきたように感じる。 H25-1期 26.2% 41.5% 27.7% 4.6%
お家では、家庭学習の時間はしっかりとれてい H24-1期 35.3% 45.6% 14.7% 4.4%
る。 H25-1期 29.7% 46.9% 17.2% 6.3%
ご家庭では、テレビを見ながら学習しないなど、 H24-1期 36.2% 39.1% 20.3% 4.3%
勉強のための環境が整えている。 H25-1期 29.2% 53.8% 13.8% 3.1%
保護者の方の見届け・励ましでやる気をもって H24-1期 28.4% 43.3% 23.9% 3.0%
家庭学習に臨むようになっている。 H25-1期 21.5% 52.3% 23.1% 1.1%
一学期児童アンケート 昨年度との比較 そう思う 大 体 そ う あまりそう そう思わな

思う 思わない い

去年と比べて、家庭学習の時間がのびました H24-1期 50.6% 32.9% 11.4% 5.1%
か。 H25-1期 42.5% 42.5% 11.0% 4.1%

家庭学習について昨年度と今年度の評価を比較すると、１学期はやや不調だったと思われ
ます。学校の方でも、宿題のあり方について見直しを進めています。基礎基本の定着を大切
にしながら、授業との関連づけや、児童の主体性を伸ばす自主学習の工夫ということも大事
にして実施しています。また、ぜひ学級懇談会でも話題にしていきましょう。

□日記の毎日の持続を □身につくようにするための繰り返し書くという事をしない
＊できるだけ早い時期から、日記を毎日書くよう連学年会でも検討をしています。

□算数の文章問題がいまひとつ。自分で納得するまで時間がかかる姿もあるのでこうした時にどのよ
うに教えていけば良いか
＊授業、ドリルとの連携を行い。文章問題を大切にしています。また、国語の情景を想像する力ら、
説明文を論理的に読む力が関わってきます。音読、読書など家庭でも取り組ませてください。

□始めるまでに時間がかかる。□帰宅後すぐにやろうとしない。
□家庭学習にやる気がでない。やればいいという感じで取り組んでいる。
□宿題をごまかす 音読自分でサイン□宿題が少なすぎる
＊家庭学習の内容や量については、高学年になるほど個人差が大きくなり、同一の内容や量では、
思うような効果が上がらないことが明らかになってきました。量と質の確保をすると共に、家庭
学習をすると授業がおもしろくなったり、わかるといったことを大事に考えていきます。

□いろいろ忙しく、早寝がなかなかできず困っています。
□パソコンを使う宿題、多すぎるのもよくないと思う。
□計算はくりかえしてやるほど身につく。毎日の宿題にしてもらえるとありがたい。
＊上記の問題も含め、学級懇談会で宿題について話し合いを持って行きたいと思います。ぜひ、各家
庭での工夫を情報交換して参考にしていきましょう。

□子供が学校で本を借りてくる姿が見られない。もっと本を読める環境作りも必要。
□もっと図書館の利用時間なども間口を広げていただきたい
＊現在の利用可能時間は、朝、２時間目休、下校までの帰りの時間です。児童会等で多忙な高学年
は時間的に足りないという場合もあるかもしれませんが、時間的には確保していると考えていま
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す。学校でも朝読書や、図書館の時間を見返していきたいと考えています。ぜひ、ご意見にあり
ますように、家庭での読書時間の確保やテレビやゲームの時間を減らし、読書に取り組めるよう
な環境作り（読み聞かせ等）をお願いします。

３，コミュニティ・スクールの充実
学習支援ボランティアをはじめ、お助け隊については、保護者の皆さんからも昨年度同様高い評価

をいただいています。学習支援ボランティアでは、2 学期新たに、図工や家庭科でもご支援をいただ
き、個々の技能を向上させるためのお手伝いをしていただきました。特に今年度のアンケートには「わ
からない」という回答がありましたので、先日終了した「学校へ行こう週間」に学習支援ボランティ
アの皆さんにお願いし、英語活動を含め、全ての学年でボランティア支援の授業を行いました。ただ、
皆様もお忙しく、参観された方はいませんでしたが、浦里小はいつでも「学校へ行こう週間」であり
ますので、ぜひ、ご都合のつく方は参観をお願いします。
また、今年度初めて地域のお年寄りの皆さんをご招待して児童と一緒に給食を食べていただく「ふ

れあい会」を１学期は２回実施しました。子どもたちはその中で、地域の方とどのように話をしたら
良いか一生懸命考えました。おかげさまでコミュニケーション力が育つ場として意味ある会になるよ
うに思います。

□コミュニティ・スクールへのＰＴＡの参加のあり方や関わり方 やりにくさ、バランスの悪さ
＊具体的にはどのような事をそのように受けとめて居るのか確かな事は言えません。しかし、以前
よりＰＴＡの関わり方やあり方については検討していく必要があることは指摘されていました。
ここでは、具体的にこうしていきましょうとは言えません。これもみんなで考えていく必要があ
る事柄です。また、コミュニティ・スクールの活動の様子は、出来るだけ学校便りやコミュニテ
ィ・スクールだよりで知らせて参ります。また、ＰＴＡの参加のあり方については、ＰＴＡ評議
員会、スクールコミュニティ委員会、学校運営協議会でも検討していきたいと考えています。

□ 誰かが学校にいるような体制作りは、出来ないか。小学生の居ない家庭の参加。
＊是非、アイデアをください。しかし、その都度、検討や話し合いを何度も何度もしなければなら
ない取組は、職員の対応ができません。そんな点を考慮しつつお願いします。

三、「思いやり」「たくましさ」の育成に向けて

１，あいさつについて

※家庭で子どもは元気よくあいさつができている。（保護者アンケート）
そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない 。

H24-1期 44.9% 36.2% 17.4% 1.4%
H25-1期 31.8% 51.5% 10.6% 6.1%

※地域の中で子どもたちは元気よくあいさつができている（保護者アンケート）
そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない

H24-1期 37.1% 50.0% 11.4% 0.0%
H25-1期 32.3% 46.2% 20.0% 1.5%

☆登下校の時や学校生活で会った人に元気よくあいさつできましたか。(児童アンケート)
そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない

H24-1期 55.4% 35.9% 6.5% 2.2%
H25-1期 49.4% 43.2% 4.9% 2.5%

上の表が示すように、昨年度にくらべると、どの評価も、「そう思う」が減っています。確かに昨
年度よりも低調になってしまっていることがわかります。記号による評価以外にも、様々なご意見
を戴きました。声の大きさ、子どもによっての違い、他の家に訪問した際のあいさつのことなど場
や状況に応じたあいさつが出来ていないなどの指摘もありました。あいさつは、コミュニティ・ス
クール実践目標の中核であり、人間関係づくりの基本でもあります。学校でも日常の児童のあいさ
つを観察しながら、その心が育つように指導を行ってきています。これも家庭、地域の連携なしに
は改善できません。ＰＴＡの部会等で検討の上、学級ＰＴＡなどの場や話し合い方向や具体的な取
組を決め出していく必要があるかと思います。

２、言葉遣いについて
学校でも、公の場での言葉遣い。ふわふわ言葉とちくちく言葉というように相手の立場に立った言

葉遣いの大切さ等、学年の発達段階に応じて指導を行っています。11 月の仲良し月間でも、特に大
切な視点として扱っていきます。ご家庭でも、言葉遣いの具体的にいつどのような時に言葉が悪い
のかを知り、学級懇談会で話題にしていきましょう。どうしてそうした言葉を使うようになったの
かを考え、手立てを考えたいですね。学級でも、ことあるごとに話題にして改善の機運を作り出し
ていきます。
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３，メディアコントロールについて

自分からテレビやゲームのスイッチを切り、けじめをつけている。（保護者アンケート）
そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない

H24-1期 25.7% 28.6% 28.6% 17.1%
H25-1期 13.8% 43.1% 24.6% 18.5%

＊昨年度にくらべ「そう思う」がだいぶ減ってしまいました。９月にとった生活実態アンケートを
見ると、自分でコントロールできる子とできにくい子の差がだいぶ開いてしまったようで、それ
が生活面でも影響しているように思えます。この自己コントロール力がやがて子どもたちの未来
に影響してくると思われます。先日の土曜参観日の学級懇談会では学年ＰＴＡ部の皆さんにア
ンケートをとっていただき、それをもとにメディアの危険性やメディアコントロールの必要性
について話し合っていただきました。今後もPTAを中核にして、みんなで考えて参りましょう。
子どもたちを守るためにも、上手な使い手に育てていくことが必要ですね。

４，いじめについて

□思いやりの心が持てるように □高学年が低学年をばかにする
□大人の目の届かないところでのいじめがあるのでは
＊いじめによる悲惨な事件が起こり、本校でもいじめ防止対策委員会を設置し、いじめの予防策を
話し合い実践したり、子どもの様子についていじめ調査（１ヶ月に１回）や情報交換をする機会
を多くとり、早期発見にも努めてきたりしています。また、児童同士間や学級で起きたことに
ついては、問題解決を図る話し合いを充実させていきます。ばかにされたりいじめられたこと
についての話し合いを縦割り班や関係学級同士で行っていく等の工夫をします。
また、いじめは予防をすることが大切です。授業、およびふるさと学習における体験学習を

より充実し、一つの問題解決における児童の関わり合いを大切にした人権教育の徹底を図ったり、
自分がクラスの友だちから受容されていることを実感させたり、クラスや学校の人間関係が円滑
になったりするような日々の活動、朝行事を行っています。（例）「ほめことばのシャワー」「自
由研究発表」「聞いて下さい私の気持ち集会」「休み時間の全校遊び」等
ただ、やはり大人の目が届かないところでいじめは起こりやすいのは確かです。ぜひいじめ

が疑われるような行為やサインが見られましたら、学校にご連絡下さい。11月は仲良し月間で
す。ぜひ授業参観等で学校における子どもたちの様子を見ていただき、ご心配している点など、
学級懇談会で話し合いましょう。

＜以後一学期の反省を基に職員で検討したことです＞

１，縦割り班活動の充実
・縦割り班活動は，忙しい中だができるだけ多くとりたい。
・時間が短いので消化不良で終わってしまうこともあった。内容的にも工夫をしていきたい。

２、清掃の行い方
・縦割り清掃では、上級生の指導力を高めたい。
・引き継ぎがしっかりできていないとだめ。掃除が終わった子にほかの掃除に気づかせるたい。
・地域の皆さんにご協力いただいた、９月５日の校舎ピカピカ運動で学んだ心を今後とも大切にし
ていく。学校を大切にするとはどういうことか、子供たちがどう思っているのかを明らかにした
り、意識付けしていく。

３、運動の日常化、継続運動への取り組み
・朝マラソンがなかなかできなかった。
・校庭や中庭,体育館の施設や遊具を利用した運動を子どもたちに考えさせる。
・サーキットコースを作り朝の活動等で実施する。
（現在までに、全校体育を使って３度サーキットを行う。子どもたちのたいへん意欲的な取り組
みが見られている。なんとかもっと日常的に行う方法がないかどうか検討している。

四、その他 ご要望から

□山村交流や大学生との交流を
＊学校の現状からすると、時間を生み出すことが出来るかにかかっています。その時間を生み
出すためには、何かを整理する必要があると考えています。学校への関わりではなく公民館
など地域の他の場所での活用交流を考えてもいいかもしれません

まだまだご指摘いただいたことはありましたが、年度の途中での見直しは、上記のように考えまし
た。来年度以降に向けて、改善すべき点はまた検討していく予定です。またすぐに２学期の評価用紙
を配布しますが、この取り組みも参考にしていただき、評価をよろしくお願いします。


