
 

  

来年度の教育計画 
 今，平成 30 年度の教育計画を作成しています。 

来年度，大きく変わることがあります。 

それは，外国語活動の時間数が増えることです。 

 来年度，真庭市では，高学年で 50 時間，中学

年では 15 時間の外国語活動を行います。 

要は，学習内容が増えるのです。 

 来年度分の増加時数は，現在の余裕時数をやり

くりすれば，何とか可能な時数です。 

しかし，平成 32 年度からは，限界となります。 

なぜなら，平成 32 年度からは，新学習指導要

領が完全実施され，高学年では 70 時間の外国語

を，中学年では 50 時間の外国語活動を行うよう

になるからです。授業時数が一層増えるのです。 

そこで，本校では，2 年先を見通し，来年度か

ら一コマ授業時間を増やすようにします。 

高学年であれば，毎日 6 時間となります。 

でも，これでは，職員が会議をしたり研修を行

ったりする時間が全く確保出来ません。 

そこで，水曜日だけ特別の時程を組みます。 

具体的に言えば，朝自習と掃除時間をカットし

ます。 

このように時程を組むと，6 校時まで授業をし 

た後，下校時刻は１５：10 となります。 
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但し，来年度は，まだ時間に余裕がありますの

で，水曜日 6 校時授業は，1 学期と 2 学期に限定

する予定です。 

上記のような変更に伴い，下校時刻が次のよう

に，若干変更します。 

【月・火・木・金】…5 校時下校 14：50 

【月・火・木・金】…6 校時下校 15：45 

【   水   】…一斉下校  15：10 

     〃 3 学期 …一斉下校  14：15 

平成 29年度｢学校評価｣ 
3 月は，別れの季節です。 

7 日（水）には，6 年生を送る会が行われまし

た。この会は，5 年生が思いを込めて企画してく

れたものです。素晴らしい会となりました。 

今年の卒業生は 13 名，どの子も月田小の伝統

を引き継ぐ立派な卒業生です。 

また，この 3 月は，保護者や地域の方に｢学校

評価｣を公表する時期でもあります。 

昨年 12 月に，保護者と児童に学校アンケート

に答えてもらいました。合わせて，教職員も一年

の取り組みを反省し，自己評価をしました。 

これらを分析し，学校の自己評価を作成します。 

裏にある評価欄・上段の｢学 3.0｣の部分がそれ

に当たります。4 段階で評価しています。 

2 月下旬，学校関係者評価委員（学校評議員）

さんに来ていただきました。学校の自己評価を

縷々
る る

説明しました。 

学校関係者評価委員さんは，学校評議員と本校

の「いじめ対策委員会の構成メンバー」にもなっ

ていただいています。 

校長・教頭の説明を受けた後，項目ごとに４段

階で評価していただきました。 

裏の評価欄・下段の｢関 3.7｣の部分が，学校関

係者評価委員さんの評価です。6 名の平均値です。 

 平成 30年 3月 8日（木） 校長 小林幸雄
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また，学校関係者評価委員さんには，学校運営

改善に関する提言をびっしりと書いていただきま

した。頂戴した提言の一つひとつが，学校にとっ

て大きな励ましであります。また，次年度への新

たな活力となります。 

まさに我々職員の背中を押していただいてい

るという思いです。ありがとうございました。 

評価項目 評価指標 評価欄 

１ 基礎学力
の定着を図る 

6 年学力テスト／３～5 年県確

かめテスト／ 中１学力調査 

 

学 3.0 

関 3.7 

２ 授業力の
向上を図る取
り組み 

授業力向上の研修を計画的に実

施したか／先生は分かりやすく

教えているか 

学 4.0 

関 4.0 

３ 学習規律
３ヶ条の徹底 

学習の準備をしておく／腰骨を

立てる／ノートはゆったり書く 
学 2.0 

関 3.2 
４ 子どもの
良さを認め自
己肯定感を高
める 

先生は，子どもたちの良さを認

めてくれているか。／いかなる

場においても，教えてほめるこ

とで貫かれているか 

学 3.0 

関 3.5 

５ 挨拶・返
事・掃除・靴
揃えの徹底 

当たり前のことが当たり前に出

来る礼儀正しい子どもが育って

いるか 

学 3.0 

関 3.7 

６ 体力づく
りの推進 

新体力テスト（Ａ・Ｂ）の評定

の割合が向上しているか／県平

均と比べ上回っているか／治療

率は向上しているか。 

学 3.0 

関 3.3 

７ ふるさと
を愛する子の
育成 

総合的な学習などを通じて，月

田を愛する児童の育成ができて

いるか 

学 4.0 

関 4.0 

８ いじめ・不
登校防止の取
り組み 

いじめを早期に発見し適切な対

応が出来ているか／不登校傾向

のある児童に寄り添う対応・指

導が出来ているか 

学 2.0 

関 3.0 

９ 環境整
備・安全指導 

子どもの安全や事故防止に努め

ているか 
学 2.0 

関 3.0 

10 教育方針
等は適切に伝
わっているか 

学校は教育方針を分かりやすく

地域や保護者へ伝えているか 
学 4.0 

関 4.0 

11 特色ある
学校づくりの
推進 

名文・詩文の暗唱（百人一首）

／小さな極限の設定／卑怯なこ

とはしないという風土が育って

いるか 

学 3.0 

関 4.0 
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お見事『パーフェクトで賞』 

今年，始めて子どもたちに贈った賞があります。 

毎月 19 日は，ノーテレビ・ノーゲームデーで

す。一年間で 10 回ありました。 

毎回，見たいテレビやゲームをお預けにして頑

張った子どもたちがいたのです。言葉で言うだけ

なら簡単ですが，実行するとなると大変なことで

す。快挙です。 

むろん，本人の頑張りもさることながら，家庭

の協力がなければ，とうてい不可能です。 

ちなみに賞を贈りたいと企画をしてくれたの

は，養護の宮西先生です。 

【パーフェクトで賞】 

あなたは平成 29 年度ノーテレビ・ノーゲームデ

ーの取り組みにおいて完全パーフェクトを達成しま

した。毎月 19 日，見たかったテレビを我慢した努

力を称えこれを賞します。 

1 年 佐野篤希  4 年  白口 海  

4 年 野村悠太  5 年 槙野七映  

5 年 兵江芳太  6 年 植本真帆 

 更に，10 回のうち 9 回まで頑張った子どもた

ちが 8 名いました。この子たちも凄いです。 

『準パーフェクトで賞』を贈り，表彰しました。 

４ 月主な行事予定 

９日（月）新任式・始業式／短③ 

10 日（火）入学式／あいさつ運動／短③ 

11 日（水）地区児童会／身体測定（高）／給食開始／短④ 

12 日（木）身体測定（低）／集金日／短④ 

13 日（金）読み聞かせ／退任式／短⑤ 

16 日（月）心音心電図検査（1 年）／縦割り掃除開始 

17 日（火）全国・県 学力学習状況調査 

18 日（水）視力検査 

19 日（木）委員会／ノーテレビ・ノーゲームデー 

20 日（金）内科検診／参観日／月田奨学会総会／短⑤ 

23 日（月）児童朝礼／わくわくタイム／3・4 年椎茸の 

植菌体験／縦割り遊び 

24 日（火）家庭訪問／短④ 

25 日（水）家庭訪問／短④／避難訓練 

26 日（木）歯科検診／代表委員会 

27 日（金）読み聞かせ／1 年生を迎える会／保小連絡会 


