
（様式⑦-1　小学校・中学校）

　

・校内全体研修を年７回、公開授業を年約１２回程度、学年会を週１回、Ｊｕｍｐ
Up研修を月１回実施し、「主体的・対話的で深い学び」「探求的な学び」を創造す
る。
●「自分の思いや考えたことを相手を意識して適切に表現したり受け止めたりす
る力」、「粘り強く課題に向かう力」、「自ら判断し自己決定して行動できる力」が発
揮されている場面や成果物を掲示板，ＨＰ，集会，学級指導等で紹介し広める。

・西っ子アンケート「授業で自分の考えを表現することができ
たか？（ノートに書く発表するペアやグループで話すなど）」
「積極的に、内容を受け止めながら、友だちの意見（考え）を
聞くことができましたか？」の項目　肯定回答８０％以上
・学習ノート　ポートフォリオ　ワークシート
　の記述内容
（各単元で設定した評価基準達成率８０％以上）

西っ子アンケート
子どもの成果物

学期末
随時

〇 ◎

・2学期の西っ子アンケート結果，「授業で自分の考えを表現することができたか？（ノートに
書く発表するペアやグループで話すなど）」の項目の肯定回答は８８％，「積極的に、内容を
受け止めながら、友だちの意見（考え）を聞くことができましたか？」の項目の肯定回答は９
１％であった。どちらも目標の８０％を越えており，評価項目の達成状況としては概ね達成し
ていると考えられる。今年度は総合的な学習の時間や生活科の授業での整理分析の場面で
の思考ツールを用いたり，まとめ表現の場面での新聞，パワーポイント等に表現する活動を
通して，達成することができた。また，各学年のノート指導の充実も達成することができた要
因であると考える。
・教科研修委員会では，月に一度各学年のノートを見せ合う機会を設けており，ノート評価を
考える場として今後も継続して行っていきたい。

◎

・生活・総合的な学習の時間を研修教科とし、子ども自身が積極的に行い、生き
て働く思考力・判断力・表現力の育成を図る。
・児童用ＰＣを活用し，場に応じて，個別の最適化の学びにつなげる。
●子どもの意欲を高めるため、成長を細やかにみとり、励ます。（賞状、読書ノー
ト等）

・西っ子アンケート「少しむずかしいなと思うことでも、あきら
めずに、ねばり強くがんばれたことがありますか？（ねば
る）」の項目　肯定回答８０％以上
・すくすくウォッチ，全国学テ，CBT調査にて「勉強していると
きに、分からないことがあってもやり方を変えて挑戦してい
ますか」「総合的な学習の時間や自主学習など、自分の関
心・興味から学習の内容を自分で決めていますか」の項目
肯定回答８０％以上
・すくすくウォッチ，全国学テ，CBT調査にて「授業で本やイ
ンターネットを使って，グループで調べる活動をよくしていま
すか」の項目　肯定回答８０％以上
・学校図書館貸し出し数　前年度比１０％増

西っ子アンケート
総合学力プロ
フィール（CBT)
図書貸し出し数

学期末

年度末
△ △

・２学期の西っ子アンケートの結果，「少しむずかしいなと思うことでも、あきらめずに、ねばり
強くがんばれたことがありますか？（ねばる）」の項目の肯定回答は８８％だった。
・CBT調査の「勉強しているときに，分からないことがあってもやり方を変えて挑戦しています
か」の項目の結果や，「総合的な学習の時間や自主学習など，自分の興味・関心から学習の
内容を自分で決めていますか」の項目の結果，「授業で本やインターネットを使って，グルー
プで調べる活動をよくしていますか」の項目の結果では，目標に届く結果が得られなかった。
しかし，２学期以降，学校目標の「ねばる」を達成するため，自主学習の徹底指導や，ＩＣＴを
使った授業や課題に取り組んだことで，ＣＢＴ調査をした時期よりも少しずつ，複数のやり方で
多面的に考える力が伸びていると考える。
・図書の貸し出し数は，全学年合わせて９９０８冊であった。昨年度９３２１冊よりも伸びている
が，目標の１０％増加には届かなかった。来年度も司書教諭と連携して読書に取り組んでい
きたい。

〇

学期末
随時

〇

２学期末 ◎

学期末

２学期末

・西っ子のやくそくや生活目標を守ること，意識することを徹底し，ルールの意義
を理解し，よさを感じられるようにする。
●生活目標を朝礼で周知し，さらに教室掲示する。毎月のふり返りの実施。

西っ子アンケート「西っ子のやくそくを守っている」の項目
肯定回答９０％以上
生活目標の振り返り集計　肯定回答８５％以上
教職員ルーブリック活用

西っ子アンケート
ふり返り
子ども観察

学期末
月末

△ 〇 〇

・学校内外を問わず，自分たちの生活に関わりのある人物への気持ちのよいあ
いさつができる子どもの育成。
●全教職員全児童参加のあいさつ運動の実施。ふり返りの実施を通して意識付
けの強化。

生活目標のふり返り，あいさつの項目　年間平均　９０％以
上

ふり返り
子ども観察

学期末
月末

〇 〇 〇

・「なかま」（縦割り遊び）の時間を通して，異学年の子どもと交流し，多様性を受
け入れたり，自分のよさを発揮する喜びを味わえるようにする。
●毎週金曜日「なかま」の時間を実施。月初めの金曜日は昼休み，他は朝の時
間に実施。

西っ子アンケート「なかまの時間は楽しい」の項目　肯定回
答９５％以上

西っ子アンケート
子ども観察

学期末 〇 〇 ◎

・西っ子チャレンジや校内スポーツ大会(大縄)を通して、運動の楽しさに気付か
せ、自ら楽しんで運動をする子どもを育てる。

・西っ子アンケート「運動することは、楽しいですか」の項目
肯定回答８５％以上

西っ子アンケート
子ども観察

随時
２学期末

〇 〇 〇

・はよねるデーやぐっすり調べなどの取り組みを通して、自ら早寝・早起きをしよう
とする子どもを育てる。
・「朝ごはんを食べている」という調査の結果、低学年・高学年合わせて９５％以
上朝ごはんを食べるなど規律ある生活ができる子どもを育てる。

・西っ子アンケート（児童用）「毎日決まった時刻に寝起きし
ている」の項目
　肯定回答８５％　　　　（前年度８２％）
・西っ子アンケート（児童用）「毎日朝ごはんを食べている」
の項目
　肯定回答９５％　　　　(前年度９５％）

西っ子アンケート
子ども観察

随時
２学期末

〇 △ 〇

●各クラスで人権目標を学期ごとに決め、自分や友だちのいいところを見つける
活動に取り組むことで、自分のまわりの出来事に関心をもち、自分ごととしてとら
え、課題解決していこうとする人権感覚をもつ子を育てる。
●ふわふわ言葉やポジティブな声かけ等を通して、学校を安心できる居場所に
する。

西っ子アンケート「人権目標は意識できましたか。」の項目
肯定回答９０％以上

西っ子アンケート
子ども観察

学期末 〇 〇 〇

●いじめ防止シートに則り、いじめの未然防止や早期発見に努める。
●八田荘西小学校いじめ防止対策基本方針の改定及び、全職員への周知の徹
底を行う。

毎月、児童連絡会やケース会議実施
毎学期いじめアンケート後の児童面談実施

子ども観察
随時

〇 〇 〇

・個に応じた支援体制を確立していくことで、一人ひとりが安心して力を発揮でき
るようにする。
●困り感を抱えている子の教育相談・個別の支援を行う。
●各学年に啓発授業を行ったり、支援学級との交流会を行ったりする。
●UDを意識した教室環境、授業づくりを行う。

西っ子アンケート「友だちや先生に大切にされていますか」
の項目
肯定回答９０％以上。

西っ子アンケート 学期末 〇 △ 〇

具体目標

自己評価

・学校教育目標の「つながる・ねばる・自己決定」の
力の育成のため，教職員の皆様方が一丸となって
取り組まれていることがよく伝わってくる。時に先生
方が具体的な模範となりながら子どもたちに示され
ているのが良い。

・総合的な学習の時間の取り組み方が，相手の意
見をきき，又，自分の考えを表現する力の育成につ
ながったのだと考える。

・４年生の総合学習などはICTの活用という面だけ
でなく地域との共同学習という側面も評価できる。
今後とも子どもたちが主体となった学習に継続して
取り組んでいただきたい。

・図書の貸し出し数は前年比１０％増という高い目
標を掲げており，その目標には達しなかったものの
確実に増加させるなど取り組みの努力は出ている
と評価できる。

・「わからないこと」に挑戦する意欲については，達
成感を味わう場や賞賛される経験を多く作ることで
高めていってほしい。

評価時期

達成状況(年度末)

・１学期の西っ子アンケートの結果，「少しむずかしいなと思うこと
でも、あきらめずに、ねばり強くがんばれたことがありますか？（ね
ばる）」の項目の肯定回答８５％だった。
・CBT調査の結果，「勉強しているときに，分からないことがあって
もやり方を変えて挑戦していますか」の項目の肯定回答は，６９．
６％であった。また，「総合的な学習の時間や自主学習など，自分
の興味・関心から学習の内容を自分で決めていますか」の項目の
肯定回答８８．１％であった。これら２つから，達成していないと考
える。２学期以降，学校目標の「ねばる」を達成するため，隣の人
の考えを聞く活動や，複数のやり方で多面的に考えて問題を解く
活動，人のやり方を紹介する活動などを教師の方から声かけを
行っていきたい。
・CBT調査の結果，「「授業で本やインターネットを使って，グルー
プで調べる活動をよくしていますか」の項目の肯定回答は，７９．
７％でした。目標の８０％には届かなかった。２学期も継続して，
ICTを使った授業を行っていく。

・１学期の西っ子アンケート結果，「授業で自分の考えを表現する
ことができたか？（ノートに書く発表するペアやグループで話すな
ど）」の項目の肯定回答　８５％，「積極的に、内容を受け止めなが
ら、友だちの意見（考え）を聞くことができましたか？」の項目の肯
定回答９３％であった。目標の８０％を越えており，評価項目の達
成状況としては概ね達成していると考えられる。
・教科研修委員会では，月に一度各学年のノートを見せ合う機会
を設けており，ノート評価を考える場として今後も継続して行ってい
きたい。

堺市立　八田荘西小学校

学校関係者評価

豊かな心・健やかな体の現状
例年の傾向として，本校の中・高学年の子どもは持久力面で、低学年の子どもは柔軟性や跳躍力、投げる力に課題がみられる。男子と女子の運動能力差が大きくなっているのも特徴としてあげられる。しかし，全体には，平均以上の力を維持できている。肥満傾向が少な
いことや運動場でよく遊ぶ子どもが一定数いることからであると推測される。大縄やかけ足の大会，休憩時間の外遊びを奨励などが有効な取り組みであると考える。総合学力プロフィールからは，「朝食をとっていない子どもが一定数いること」，全体的には「入眠時間のば
らつき」が課題となっている。ＳＮＳやゲームとの付き合い方に未熟さがみられる。家庭の協力を得ながら「みんいく」や総合的な学習の時間，食育等で，課題解決を図っていく必要がある。社会参画力等との関連も視野にいれながら、健康に対する意識向上及び、態度面
の育成を図りたい。

中
項
目

大
項
目

校長　　　　　所　　浩子

進捗確認
（～１１月）

判断基準
（評価のものさし）

評価方法
具体的な取組

（●重点とする取組　★中学校区での取組）

・アンケートの結果、「人権目標は意識できましたか。」の項目で肯定意見が９０％と目標値を
達成することができた。風船に書いた人権目標を意識して、お互いの人権を尊重し合うことが
概ねできている。引き続き、人権感覚を高められるよう、日頃から人権目標に立ち返ったり、
朝礼等で啓発活動を続けたりしていく。
・情報共有シートやiシステム、会議などを通して、自分のクラスだけではなく、他学年の情報
も共有を継続していく。また、いじめアンケート後の児童面談で、何か困り感を抱えていない
かを尋ねるなどして、今度もいじめの未然防止・早期発見に努めていく。
・アンケートの結果、「友だちや先生に大切にされていますか。」の項目で肯定意見が８６％と
目標値を下回る結果となった。次年度に向けて、どの子も安心して通える学校づくりをめざす
ためにも、成果や達成感を実感できるような環境作りや、個に応じた支援・対応を教職員全体
で進めていく。また、友だち同士のつながりも意識できるよう、引き続き、児童理解に努めてい
く中で、自尊感情の向上をめざしていく。

・「大切にされていますか？」の項目が数値的ダウ
ンが気になるところ。アンケートのあとに先生方が
一人ひとりから聞き取りを行うなどケアしていただ
いていることがわかったが，今後も継続したケアや
見守りをお願いしたい。

・本校が特に携帯電話やスマホの所持率が堺市平
均よりも高い現状を踏まえ，SNSがからんだトラブ
ルも多くなっていくことも予想される。学校側だけが
指導を行うのでなく，持たせる以上は保護者の責任
の元，約束や指導が必要である。

・特に若い世代の教員のがんばりを感じている。密
に連絡を取り合うことで子どもたちの状況を積極的
に理解しようと努めてくださっていることはありがた
い。

〇

2学期に行った西っ子アンケートの「運動することは、楽しいですか」の項目では、肯定回答が
９０％と目標値を上回る結果であった。
　「毎日決まった時刻に寝起きしている」の肯定回答は７４％と目標値を大きく下回った。「は
よねるデー」は浸透しているが、土日など、次の日に学校がない時には遅くまで起きている児
童が多い現状にある。このことより、はよねるデーの啓発授業では、１０日だけでなく、他の日
にも睡眠をとることの重要性を知らせていく必要がある。「毎日朝ごはんを食べている」の肯
定回答は８４％と目標値を下回る結果であった。この結果を踏まえて、栄養教諭の先生に朝
会で栄養についての授業を行ってもらう。

〇

・西っ子アンケート「学習に必要なものは忘れず学校に持ってきていたか」の項目の肯定回答
は８５％だった。児童の意識の高まりも感じられるが，繰り返し必要な物を忘れたりする児童
も一定数おり，やむを得ず学校のものを貸し出している現状がある。
・CBT調査の結果，「授業中はいつも集中している」の項目の肯定回答は９４．４％だった。一
年間を通して授業に集中できる環境づくりができたと考える。

・はよねるデーに関しては毎月１０日というところは
浸透してきているが，中身の部分で児童・保護者に
啓発していく必要がある。特に週初めの遅刻や欠
席が多いことからも、保護者が早寝早起き朝ごは
んを子どもに徹底することで，子どもの学校生活に
プラスになることを意識し習慣化させることが重要
である。
・子どもたちの「SNSや通信ゲームとの付き合い方」
は，学校と保護者が連携して，よりよい姿を模索し
たい。

・西っ子アンケート「家庭での学習に進んで取り組むことができたか」の項目肯定回答は８７％
であった。他のアンケートでも家庭学習の充実が表れている学年もおり，概ね達成していると
考える。3学期の自主学習の提出率も各学年合わせて８５％であり，実態としても達成してい
ると考える。宿題の提出率を安定した一方で，今度は宿題の内容の質や自主学習のやり方
を指導し，全員が使っていけるようにし，家庭学習の習慣を進めていきたい。

ポジティブな声かけを通して、人権感
覚や自尊感情を高め、お互いにつな
がり合い、どの子も安心して通える学
校づくりを進める
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よりよい生活のために自分で判断し
（ねばる・自己決定），協力しつながり
合える（つながり）集団の育成

学
び
の
基
礎
力
向
上

学習習慣の確立された子どもを育て
る
「みんいく」「自主学習」「授業参加支
援」をとおして、生活・学習習慣を整
え，粘り強く自ら学ぼうとする力を培う

教
科
学
力
向
上

・自己決定力，ねばり等の「自ら学ぶ力」を育成するため，全ての学年で，小中共
に家庭学習ウィークを設け，自主学習ノートに取り組む。
★家庭学習ウィークを利用し、保護者と協力を求め、家庭学習の定着に取り組
む。
●自主学習ノートを、校内掲示板やＨＰ，全校集会で定期的に紹介する。（自主
学習コンテスト等）

・西っ子アンケート「家庭での学習に進んで取り組むことが
できたか」の項目　肯定回答８０％以上
・すくすくウォッチ，全国学テ，CBT調査にて「ものごとをさい
ごまでやりとげてうれしかったことがある」の項目　肯定回答
８０％以上

・「きっちりせいかつ・しっかりべんきょう」を１年間に６回以上配布及び、全校集
会、朝礼時に啓発する。
●挙手や発表の奨励，ペアやグループでの相談時間の保証，構造的な板書で、
授業への参加意欲，参加持続力を高める。

確かな学びと豊かな心・健やかな体をはぐくむ　学校力向上プラン【学校評価書】

確かな学びの現状
教科学力　…　この数年は市の平均を下回る結果に甘んじている。中間層が少ないことも課題である。これから求められる力として、ねばり強く課題に向き合う力や課題を発見する力があ
る。これらについては、高まりつつある。発達に関する専門性、授業力の向上（指導と評価の一体化）、チーム支援、外部人材の活用等で、困り感のある児童への支援を強化、個別最適化
（ＧＩＧＡ端末の活用等）の推進など具体的な形ではかっていきたい。　学びの基礎力　…　朝ごはんの喫食，家族との対話は概ね良好である。しかしテレビ，ゲーム，読書では，課題がみられ
る。昨年度の取り組みで、自己評価の向上や地域へのあいさつ態度の向上がみられた。自主的に学ぶ力をはぐくむために「自主学習」への取り組みが有効であることが考えられる。　社会
的実践力　…　人と関わる態度については優位に高い。しかし、具体的な社会参画力に弱さがみられる。昨年度にひきつづき、総合的な学習の時間等で，地域との連携の推進を図りたい。
学んだことを実際に生かす取り組みで子どもたちの意欲喚起をはかっていきたい。（総合学力プロフィールより）

中学校区におけるめざす子ども像

「確かな学び」「豊かな心」「健やかな体」を育みながら自他ともに尊重し、自ら考え、行動できる子ども
Ｒ４年度　重点目標

〇

豊かな心を持ち、学ぶことに喜びを持つ子どもを育てる　　　－人間性豊かな子どもの育成をめざしてー
つながる　ねばる　自己決定する　子どもの育成　～　主体的・対話的で深い学びの実現　～

〇

・なかまの活動は八田荘西小学校・西っ子の一番
の特徴と言える活動である。低学年の児童からは６
年生に対する憧れの場であるし，高学年の児童に
とっても下級生との関わりで，やさしさや思いやり，
リーダーシップなどを学ぶとても大切な機会である
と捉えている。コロナ禍の中で思うような活動ができ
なかった昨今であるが，徐々に活動できる期間・時
間が増え，今まで以上に子どもたちが関われる場と
なることを期待している。

・高校生などの良い姿や，そのための支援の方法
などを取り入れて，「あいさつの習慣」をさらに高め
る工夫を期待する。

西っ子アンケート
総合学力プロ
フィール（ＣＢＴ）

「西っ子のやくそくを守っている」の項目について，90％の肯定回答を得た。（生活目標を守る
ことができたかについての肯定回答は89％）進捗確認の時期よりも数値は上昇した。全校朝
礼や登下校指導で生活目標や身だしなみについてを伝え続けている成果が形として表れて
いると感じる。しかし一方で一部の児童のルール違反があるのも事実である。指導の仕方の
工夫，緩急をつけた指導をして，結果に慢心せずさらなる向上をめざす。
あいさつについての肯定回答意見は88％と，目標まであと少しというところであった。登下校
指導することであいさつが習慣化してきているが，寒い季節になると元気がなくなっているよ
うにも思う。また朝のあいさつは下校時より少ないのも事実である。本校の取り組みのひとつ
である『みんいく』とも合わせて，朝から元気にあいさつができる子どもの育成に力を入れてい
く。
「なかまの時間が楽しい」の肯定回答は93％となった。コロナ等で全面的に実施できていない
という事実があるので来年度こそは，多く活動し，肯定回答が向上するようにしたいい。

・西っ子アンケート「学習に必要なものは忘れず学校に持ってきて
いたか」の項目の肯定回答８９％だった。
・西っ子アンケートの結果では８９％と高いが，まだまだ実態が分
からない点もあるので，２学期以降に，学習に必要なもの（基本
セット）か宿題の実態調査を行う。
・CBT調査の結果，「授業中はいつも集中している」の項目の肯定
回答，９４．４％だった。２学期以降も集中できる環境づくりを進め
ていく。

〇

「西っ子のやくそくを守っている」の項目について，アンケートの結
果より肯定回答が８８％，生活目標のふり返りでは８５％となって
いる。目標の数値には近いが，実際頭髪やアクセサリー，登校時
間の徹底一部のルールを守れていない子がいる。子どもへの指
導および見守り，保護者への啓発を行いルールの徹底を図る。
生活目標のふり返りであいさつについて肯定回答８８％である。こ
こ数年子どもたちにあいさつを心がけるように伝えることで，朝や
帰りにあいさつをする子が増えたと感じる。毎日の下校指導，あい
さつ運動を通して，さらに向上できるようにしていく。
「なかまの時間は楽しい」の項目で９１％の肯定回答となった。コロ
ナや夏場の運動場が使用できないことで活動回数が減っているの
が原因であると考えられる。活動再開によって，全体遊びやグ
ループ遊びを通して子どもたちの意識を高められるようにしていき
たい。

・先生方が忘れ物をした児童のために教材・教具の
貸し出しをしてくださっているなどご準備をいただい
ている。児童自らまた保護者が忘れ物をしない・さ
せないという意識を強くもつことがまずは重要であ
る。具体的にどれぐらいの児童が，どれぐらいの割
合で忘れ物をしているのかがわかるようにチェック
した指標があれば保護者にも啓発しやすい。基礎
学力向上の要であると考える。

・「授業中はいつも集中している」の回答割合が非
常に高く目標も達成できていることから評価を◎と
する。継続して児童が集中して取り組めるよう先生
方に引きつづきご指導いただきたい。

学校関係者評価者から(年度末)
・学校の変化と課題について
　文科省が定める「標準授業時間数」，教職員の勤務実態についての理解が深まった。GIGAスクール構想等で児童用のPCが整備されたり，外国語等の新しい教科が増え，学校の学びの内容や質の変化についての説明を受けた。
・社会総がかりでの教育
　保護者・地域・教職員だけでなく，社会総がかりで，子どもたちの健全な育成のために協働していきたい。

体
力
づ
く
り

自らの成長や心地よさを感じながら、
体力向上に取り組む子を育てる

「探究的な学びの場」及び「言語活動
の充実」を図り、
子どもたちの「生きて働く思考力・判
断力・表現力」の育成を図る

校長より(年度末)
　令和４年度も多くの関係者の方に支えられて，学校教育活動を推進することができ，深謝申し上げます。次年度への改善の方向性としてつないでいきたい点として以下の点を掲げる。
①学校評価の指標　…　目標設定の難易度をよく検討する。
②評価基準を，子どもたちの主観に基づくアンケート結果だけでなく，客観的な測定ができるものを加える。（宿題提出率等）
③●学校教育重点目標（つながる・ねばる・自己決定力の育成）をより具体的な姿としてとらえること　　　　●本校が継続的に取り組み成果をあげていることについて検証を深め意義付けること　　●本校の子どもたちの課題となっていることについて，教職員の専門性
の向上を図りつつ，保護者，地域や関係機関等との連携・協働を深めること　　これらの３つの視点から，取り組みの質を高めていく。
　今後も，RV-PDCAサイクルの好循環によってさらなる学校力向上を図り、学校内外の「人・もの・こと」と連携を深めながら，学校教育目標のよりよい実現をめざす所存である。

・西っ子アンケート「学習に必要なものは忘れず学校に持っ
てきていたか」の項目　肯定回答８５％以上
・すくすくウォッチ，全国学テ，CBT調査にて「授業中はいつ
も集中している」の項目　肯定回答９０％以上

・アンケートの結果、「人権目標は意識できましたか。」の項目で肯
定意見が９３％あり、日頃から人権目標を意識している児童が多く
いる。学年ごとに見ても、全学年が８７％以上と高水準を保ててい
る。引き続き、「いいところ見つけ」や朝礼で啓発などを行うことで、
人権感覚の向上をめざしていく。
・情報共有シートやiシステム、会議などを通して、自分のクラスだ
けではなく、他学年の情報も共有している。また、いじめアンケート
後の児童面談で、何か困り感を抱えていないかを尋ねるなどして、
いじめの未然防止・早期発見に努めている。
・アンケートの結果、「友だちや先生に大切にされていますか。」の
項目で肯定意見が８９％であった。目標値を上回るためにも、１学
期より実施してきた重点とする取り組みを継続して行っていくこと
に加えて、日頃からの児童理解に努めていく中で、自尊感情の向
上をめざしていく。

・西っ子アンケート「家庭での学習に進んで取り組むことができた
か」の項目　肯定回答８４％以上
・西っ子アンケートの結果では８４％と高いが，まだまだ実態が分
からない点もあるので，２学期以降に，各学年自主学習の提出率
について実態調査を行う。
・CBT調査の結果，「ものごとをさいごまでやりとげてうれしかった
ことがある」の項目の肯定回答は，９４．２％だった。１学期から進
めている自主学習の取り組みを今後も行っていく。

西っ子アンケート
総合学力プロ
フィール（ＣＢＴ）
子ども観察

１学期末に行った西っ子アンケートの「運動することは、楽しいですか？」
の項目では、肯定的意見９１％であった。実際に休み時間には外に出て
遊ぶ児童も多く、運動に対して前向きに取り組むことができている。２学期
からも、長縄や短縄の活動も引き続き行っていく。
・「毎日決まった時刻に寝起きしている」の項目では、肯定的意見８８％で
あった。「ぐっすりんご」の睡眠調査票を実施し、はよねるデーには、早寝
早起きを心がけることができていた。普段の生活でも、早寝早起きを心が
けることのできる啓発授業を行っていく。
・「毎日朝ご飯を食べている」の項目では、肯定的意見９３％であった。栄
養教諭から、朝ご飯の大切さや、食の重要性について授業を行ってもら
う。


