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先生のつうしんぼ
＊＊ ＊＊先生

＊ねん＊くみ （ ）より

い い えも う 少 しま あ ま あはいこうもく

勉強の時に、ききとりやすい声の大きさで話していますか1

じゅ業の時にわかりやすいスピードで話していますか2

じゅ業はわかりやすいですか3

じゅ業はおもしろいですか4

よく遊んでくれますか5

宿題はむずかしいですか6

宿題は多いですか7

先生にいろいろはなしやすいですか8

先生に話しに行ったとき、話をよくきいてくれますか9

ほめてもらったことがありますか10

子ども達の自由が多いと思いますか11

おこりやすいと思いますか12

子ども達にやさしいと思いますか13

じょうだんを言いますか14

だれかをひいきしていると思いますか15

きちんとおけしょうをしていますか16

いつもにこにこしていますか17

先生に

いいたいこ

とはありま

すか ？

学期の反省

＊ねん＊くみ （ ）

①クラブ活動…………（ ）クラブ

②学級の役割…………代表委員、学級委員、議長、副議長、書記

③いろいろ代表………クラブ世話人（ クラブ）

離任式（作文・花） プール開き（ことば、ねらい）

④学級での係…………班長、副班長、当番長、係長（ 係）

（ ）係、おたのしみ会実行委員

⑤遊びの反省

・休み時間は、外で遊びましたか。

・友達と仲良く遊びましたか。

・友だちのことでこまっていることはありますか。

・よく遊ぶ友達は誰ですか

⑥勉強の反省

・がんばった勉強は何ですか。

・とくいになった勉強は何ですか。

・にがてな勉強はなんですか。

・これからがんばりたい勉強は何ですか。

⑦生活の反省

・わすれものはしなかった。 （できた、だいたいできた、できない）

・宿題はわすれはしなかった。 （できた、だいたいできた、できない）

・身の回りの整理整頓はできましたか。 （できた、だいたいできた、できない）

・係や当番の仕事がしっかりできましたか。 （できた、だいたいできた、できない）

・＊＊小のルールは守れましたか。 （できた、だいたいできた、できない）

※ 守れなかったことは何ですか。 （ ）

○学期もがんばりましょう！！



Report Card of Teacher
＊＊ ＊＊ teacher

＊ GRADE＊ CLASS （ ）

Do you have
something to say
to your
teacher?

Does the teacher often smile?17

Does the teacher wear proper make-up?16

Does the teacher treat the students with different standards?15

Does the teacher joke often?14

Is the teacher kind and gentle?13

Is the teacher short-tempered?12

Do you think student have enough freedom?11

Has your teacher ever praised you?10

Does the teacher listen to the student?9

NOALMOST-NOALMOST-YESYESITEMS

Is the teacher speaking in an audible voice during class?1

Is the teacher speaking at an easily comprehensible speed while in

class?
2

Is it easy to understand the lesson?3

Is the class interesting?4

Is the teacher willing to play with student?5

Is the homework difficult?6

Is there lots of homework?7

Is it easy to talk to your teacher?8

Reflection of the term

＊ GRADE＊ CLASS （ ）

① Club activity…………（ ）club

② Role of the class………… class president・chairperson・vice-chairperson・secretary

③ Role of the others……… club care（ club）

leave-post ceremony（composition・flower） open pool（words・aim）

④ Charge………… group leader・vice-group leader・turn・leader of the charge

（role of ）

（role of ）・committee of recreation party

⑤ Reflection of play

・Do you play outside during break time?

・Do you play with your friends?

・Do you have problems with your friends?

・Who do you play with mostly?

⑥ Reflection of your study

・Which subject do you put in the most effort?

・Which is your best subject?

・Which is your weakest subject?

・Which subject will you put more effort into from now on?

⑦ Reflection of school life

・Never forget to bring things （YES ・ ALMOST YES ・ NO）

・Never forget to do homework （YES ・ ALMOST YES ・ NO）

・Keep things around you tidily （YES ・ ALMOST YES ・ NO）

・Have you done your duties from the duty roster?（YES ・ ALMOST YES ・

NO）

・Do you obey the school rules of ** School? （YES ・ ALMOST YES ・ NO）

※ Which are the school rules you cannot obey? （ ）

Do your best in the next term!!


