
改善方策

１０月 ２月

ｈ
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値
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値

イ ロ ハ

国語 8/12学
級

12／12
学級

9／12
学級

算数 7/12学
級

12／12
学級

7／12
学級

社会 8/8
学級

８／８
学級

5／８
学級

理科 8/8
学級

８／８
学級

8／８
学級

(あ) 93.6% 90％ 90.7%

(い) 91.3% 90％ 87.7%

(う) 88.2% 90％ 77.9%

(え) 87.2% 90％ 80.7%

（お） 86.8% 80％ 78.6%

(か) データなし 90％ 92.6%

【規範意識の育成】

(あ) 95.1% 95％ 97.2%

(い) 91.3% 90％ 83.5%

(う) 83.3% 85％ 70.9%

(え) 93.4% 95％ 88.4%

（お） 95.5% 95％ 92.6%

（か） 92.0% 90% 91.6%

・楽しく，運動量がある体育科の授業改善【健康安全
部】
・自分の目標に向かって挑戦することができる体育科
等の授業改善【健康安全部】
・児童同士が「見る」ことを大切にした体育科の授業
改善【健康安全部】
・感染症を防ぐための取組の実施【健康安全部】

働
き
方
改
革

教育課題に適切に対応する学校体制を再構築すると
ともに，行事等の精選をし，児童に向き合う時間を確
保する【教務部　総務部】
・行事等の内容を精選し，行事に係る練習時間数を
減少する。
・総合的な学習の時間の内容を精選する。
・各部が担当する行事を精選する。
・関係機関・団体と連携する取組について，学校が担
う業務を軽減する。
・定時退校を実現する。
・見通しを持った業務を行う。

○市の方針「勤務時間上限の目安時間『上限の目安時間
及び特例的な扱い』」に記載されている内容を達成する。
　上限目安時間・45時間/月を超えない。・360時間/年を超
えない。
　特例的な扱い・720時間/年を超えない。・45時間/月を超
える月は，１年間に６月まで。・連続する複数月のそれぞ
れの期間について，１カ月当たりの平均が８０時間を超え
ない。

【評価時期】（9月末・1月末)

勤務時間外の在
校時間　全教職
員年間360時間以
内の割合

100% 62% 62% Ｃ

・４月から９月の間で，月４５時間以内を
達成できた延べ人数は，１４４人中８９
名であった。４月は，始業準備や児童理
解等で４５時間以上の職員が１８名，６０
時間以上も１０名であったが，９月は４５
時間以上の職員が３名，６０時間以上の
職員も１名に減少している。
・生徒指導事案の早目の解決，職員の
意識向上により，時間外勤務が減少し
てきている。

・朝７：００入校の職員は１８：００に退校し，７：３０入校の職
員は１８：３０に退校する，一斉退校の日は１７：３０に施錠
する取組を継続する。
・行事を計画する際には，内容等を精選し，業務の改善を
図る。
・仕事を一人で抱えることのないよう複数体制にし，声をか
け合ったり，お願いできたりする職場の雰囲気づくりをす
る。 〇

・一人一人の業務も違い，難しい問題だと
思う。ＩＣＴを使い，業務改善のシステム開発
するなどの思い切った改善提案するとよ
い。
・朝・夕の時間外の業務を前提とするので
はなく，あくまでも８:１０～１６：４０の勤務時
間に業務が集中的・効率的に行われること
が求められており，勤務時間の中でその日
の業務を終わらせることを常に意識させた
り，組織としてそうした雰囲気を醸成させた
りしていくことを学校として取り組んでいく。
・よりよい教育には，先生方の健康が第一
です。ご自愛ください。

c　中期経営目
標

ｄ　短期目標 ｅ目標達成のための具体的方策（大枠） 　ｆ　評価項目 指標 目標値

参考
n

改善方策
ｋ

結果と課題の分析
現在の状況

（昨年度3学期
末・4月中旬）

ｉ
達成度

　　令和３年度　　学校評価表　（中間）

a　学校教育目標 　夢や目標に向かって，ともに伸びる子供の育成

評価計画 自己評価

ｂ　経営理念
ミッション・ビジョン

【ミッション】　自分を愛し，夢を語る児童の実現
【ビジョン】　　児童，教職員，保護者が「夢や目標に向かって，自ら伸びる　ともに伸びる」という教育風土がある学校
　＜めざす学校像＞「ともに伸びる」という教育風土のある学校
　＜めざす子ども像＞「規律あるかかわり合いを通して，自ら考えともに伸びようとする子ども」
　＜めざす教職員像＞「自分の姿を鏡とし，かかわりきった結果としての児童の姿に自信と誇りが持てる教師」

　三原市立沼田東小学校（校番１２）

学校関係者評価

イ：自己評価は適正である。
ロ：自己評価は適正でない。
ハ：分からない。

7月に行ったアンケートの結果，2項目を
除いて，目標値には至らなかった。特
に，「自分のよさを周りの人に認められ
ていると思う」では，70.9％と6項目の中
で一番低く，昨年度に引き続きこの項目
は一番低い。
　自己肯定感と深くつながっていると考
えられる。

・一人一人の児童が，学期ごとに目標を立て，その振り返
りをしていく中で，結果ではなく過程を認める声がけを大切
に行う。
・学級活動の時間に5～10分でできるエンカウンターを取り
入れ，集団づくりに取り組む。そして，月末の金曜日の暮
会で実践交流を行う。
・場を逃さず，児童の頑張りやよさを認めていき，全体に広
げていく。また，問題行動等，すぐに連携を図り組織で取り
組み，早期対応に努める。
・授業や授業外で教師と児童がつながる，児童と児童がつ
ながる，かかわり合うことを大切にする。また，地域の方や
高校生，大学生との交流の機会を設ける。
・肯定評価をしていない児童の要因を分析し，手立てを
個々に応じて講じていく。

〇

・コロナで茶摘み，運動会等の学
校全体での活動ができず，団結
心，協調力が育まれにくいと思わ
れる。

〇

・児童質問紙によるアンケート調査の結
果，「体育の授業は楽しい」「感染症防
止のためにマスク着用，手洗い，３密を
防ぐことをしている」という質問に対する
児童の肯定的評価は目標値に至らな
かった。
・体育の授業においては，学年や学級
によって数値に差が見られる。特に高
学年で低い数値となっている学級が多
いことが課題である。
・感染症対策においては，肯定的評価
は高い数値を示しているが，児童間で
意識の違いが見られることが課題であ
る。

〇体育の授業の充実を図る。
・ワークシートなどを活用し，自分で目標を立てながら毎時
間取り組むことができるようにすることで，児童自身が個々
の目標に向かって意欲的に取り組めるようにする。
・自分の力に合わせた活動が自分で選択してできるよう，
場の設定の工夫を行うことで，できる喜びを実感できる授
業づくりに取り組む。
・学年や学級間で実践交流をしていくことで，よりよい体育
の授業を目指す。
・ＩＣＴ機器を活用し，撮影した動画やお手本となる映像を見
たり，振り返りをクロームブックで行ったりしながら，課題発
見や関わり合うことに繋げていける体育の授業を行う。
・感染症対策においては，学校で統一したきまりをもとに，
なぜ対策をする必要があるのか児童に示したり，掲示物を
活用したりしながら徹底できるよう指導を進めていく。

・全体的に目標値に近いところま
で達成できている。
・コロナ禍の中で感染対策も生活
の一部となっている感がある。こ
れまでよりもさらに運動不足・体力
不足につながっていると考えられ
る。家庭でも家族で取り組める運
動等，提案していただけると助か
る。

・ＩＣＴ教材クロームブックで工夫して
の授業が良い。
・問題をペアなどの少人数で相談し
て解決していたのが良い。
・ＱＵの結果を厳しく受け止め，改善
方策を具体化し，組織として取り組む
ことが必要である。個別対応のため
の面談や寄り添う指導を掲げてお
り，今後の改善に期待する。

ｊ
評
価

〇

単元末テストの結果は，理科は目標達
成したが，国語・算数・社会は目標値に
は至らなかった。
・国語では，学習の基礎基本となる言葉
の習得（言葉のまとまり，語彙力，言葉
の意味）が不十分であった。また，正しく
書き表す力の定着も不十分であった。
・算数では，問題文や資料を正しく読み
取る力に差があり，活用問題につまず
きが多かった。低学年からの積み残し
が個人差の原因であると考えられる。
・社会では，資料の活用に課題が見ら
れた。

l   評 価

教育課題に適切に対応する学校体制を再
構築するとともに，学校行事及び総合的な
学習の時間の内容を精選することを通して，
児童に向き合う時間数を確保するとともに，
職員の健康を維持する。

・

【共感的な人間関係づくり】

児童質問紙肯定
的評価の割合

教師が児童に，他者と
かかわり合う場面を与
え，その中で，自己肯定
感を高めさせるととも
に，相手を大切にする
心と態度を身に付けさ
せる

・「聞く」ことを大切にした授業改善【研究部】【生徒指
導・特別支援教育部】
・内面に迫る道徳科の授業改善【研究部】
　重点項目
　　Ｂ「思いやり」（B－６・Ｂ－７）
　　Ｃ「よりよい学校生活・集団生活の充実」（Ｃ－１４・
Ｃ－１５・Ｃ－１６）
・異学年，異年齢交流の実施【教務部　生徒指導・特
別支援教育部】
・ねらいをもった児童同士の交流の場がある学級活
動【生徒指導・特別支援教育部】
・1校1貢献活動の実施【教務部】

ＱＵアンケートにおける学級生活満足群
【評価時期】（5月下旬・11月下旬)

児童質問紙によるアンケート調査
（あ）「学校のきまりやルールを守って生活をしている」
（い）「自分にはよいところがある」
（う）「自分のよさを周りの人に認められていると思う」
（え）「将来の夢や目標を持っています」
（お）「努力すれば，自分もたいていのことは出来ると思い
ます」
（か）「地域のことが好きです」
【評価時期】（1学期末・2学期末)

教師が，児童に所属意
識を持たせ，円滑な集
団生活の基盤となる（規
範意識・ルール・マナー
等）を身に付けさせる

・生活のきまり，学習規律チェック表に基づく積極的
な生徒指導を日常的に実施【生徒指導・特別支援教
育部】

学級生活満足群
に位置づく児童の
割合75％以上の
学級数

17％ D

・温かい教職員集団が，温かい学校，学級をつくることにつ
ながる。「みんなで支え合い，みんなで育てる」という意識
のもと，全教職員で担任支援とともに児童に積極的に関わ
る。
要支援群の児童は，特に気に留めていく。
・週2回の暮会10分間で児童交流を行い，対応策だけでは
なく，効果のあった手立てや取組を交流する。
・個別面談を学期に1回は設け，一人一人の児童に寄り
添った指導を行う。

2/12
学級

生涯にわたっ
て健康を 保持
増進し，豊かな
スポーツライフ
を実現する資
質・能力を育

成する

「体育
の授
業」94%
「感染
症」
98.6%

B

学
力
向
上

指導と評価を
一体化させた
取組を通し学
力の定着と主
体的・対話的
で深い学びを

追究する

【授業改善による学力定着】

単元末テスト（国語，算数，社会，理科）の平均値が指標
に示す点を超える学級数
　
【評価時期】（1学期末・ 2学期末)

平均値
　1・2年生（90点）
　3・4年生（85点）
　5・6年生（80点）

教師が，その学年で身
に付けるべき学力を確
実に定着させる

各
学
年
で
身
に
付
け
る
力
を
付
け
る
と
と
も
に
，
親
和
性
の
高
い
集
団
を
つ
く
る

教師が，児童に確かな
目標を持たせ，生涯に
わたって健康を保持増
進し豊かなスポーツライ
フを実現しようとする心
と体を育成させる

豊
か
な
心
と
親
和
性
の
高
い
集
団

安心して学べ
る学習環境の
基盤となる，規
範意識の醸成
を図るととも
に，自他を尊

重する心情・態
度を育成する

・45分間の授業で，基礎基本の力を身に付けるため
の授業改善【研究部】

・「めあて」が児童の主体性を引き出すものであり，
「めあて」と「まとめ」がつながりのある授業改善【研究
部】

・教科書の文章を「読む」ことができる授業改善【研究
部】

・教材文等のことばに根拠を求める授業改善【研究
部】

・「聞く」ことを大切にし，ねらいを達成するためのペア
やグループによる学習のある授業改善【研究部】

・通過率40％未満の児童への具体的な対応がある授
業改善【研究部】

・学習規律の徹底し，親和性のある学習集団づくり
【研究部】【生徒指導・特別支援教育部】

・ねらいを達成するために，ＩＣＴ機器等を活用した授
業改善【研究部】

児童質問紙よりアンケートによる調査
（あ）「国語の・算数の・理科の・社会の授業がよくわかる」
教科ごとにとり総合評価する
（い）「授業では，課題や問題について自分の考えをノート
やプリントに書いている」
（う）「授業では，課題や問題について自分の考えを話して
いる」
（え）「授業では，自分の考え方や解き方と比べながら友達
や先生の話を聞いている」
（お）「授業では，課題を解決するために，進んで資料を集
めたり取材をしたりする」
（か）「ＩＣＴ機器を使って，問題に挑戦したり，まとめたり，調
べたりすることを進んでしている」
【評価時期】（1学期末・ 2学期末)

肯定的評価の割
合

健
や
か
な
体

【授業改善による体力の向上】【感染症防止】

児童質問紙よりアンケートによる調査
「体育の授業は楽しい」

「感染症防止のためにマスク着用，手洗い，3密を防ぐこと
をしている」

【評価時期】（1学期末・ 2学期末)

肯定的評価の割
合

71.0%

58%

95.1%
あ102%
い92.8%
う83.4%
え93.1%
お97.5%
か102%

m
コメント

B

12/12
学級

・コロナで休校が続き，家庭内での生活に
なじんでいる人もいると思う。後期に期待す
る。
・限られた時間の中で，難しい課題に取り組
んでいただいている。先生方も児童の皆さ
んも目標達成のために，がんばりすぎない
ようにしてほしい。あせらず，少しずつ積み
重ねていくことが結果につながると思う。

4月に行ったQUアンケートの結果，学級
生活満足群においては，42％～86％と
学級間の差が見られる。
40％台は1学級，50％台は1学級，60％
台は3学級，70％台は6学級，80％台は
1学級である。要支援群の児童は，学校
全体で7名いる。学年が上がり，新たな
学級集団の中で，友達との関わりや学
習面において不安を抱えている児童が
いたと考えられる。また，自己肯定感の
低い児童が多いことも要因として考えら
れる。

児童質問紙によるアンケートの結果は，
２項目が目標を達成している。
・「（い）授業では，課題や問題について
自分の考えをノートやプリントに書いて
いる」では，87％が肯定的評価をしてい
るが，「（う）授業では，課題や問題につ
いて自分の考えを話している」になる
と，77.9％と下がっている。自分の考え
に自信がなかったり，話すことに自信が
なかったりすることが原因であると考え
る。
・「（え）授業では，自分の考え方や解き
方と比べながら友達や先生の話を聞い
ている」では，80.7％が肯定的な評価を
している。聞くから聴くへ変えていかな
ければならない。
・「（お）授業では，課題を解決するため
に，進んで資料を集めたり取材をしたり
する」では，７８．６％が肯定的な評価を
している。調べ方を学ぶ必要があると感
じる。

・国語では教材文の言葉を使って自分の考えを書く時間，
算数では図や表を用いて自分の考え方を書く時間を確保
していく。
・自分の考えと友達の発表の「同じ所」「違う所」を見付けさ
せながら聞くことを大切にさせる。
・ペアやグループの少人数で交流することを積み重ね，自
分の考えを話すことに自信を持たせていく。
・話す人を見て，うなずきながら聞くことを徹底し，誰の発表
もしっかり聞いてもらえるという雰囲気を作る。
・「わからない」ことが言えたり，考え合ったり教え合ったり
する中で「わかった」「できた」と思える学級集団作りを行
う。
・クロームブックを活用してインターネットで調べたり，図書
室の本で調べたことをクロームブックを使って工夫してまと
めたりする活動を仕組む。

・全体的に良好。算数をもう少し頑張ってほしい。
・単元末テストを評価項目とすることは，全学年での
確かな学力の定着に向けた取組を学校全体で進め
ていくために有効な評価項目である。加えて「全国学
力・学習状況調査」の数値も評価項目として加味する
と，全国や県と客観的に比較でき，その分析を受け
て改善方策を考察することができ，より良い学校評
価となる。
・各項目において，昨年度３学期末か４月中旬の状
況を数値として明らかにし，それを踏まえた上で取組
をスタートさせていることは，高く評価できる。
・クロームブックの利用で先生も児童もできる事が増
えて，より多くの情報・知識を取り込める環境ができ
ている。
・新しいことを初めてのは，やることが増えて大変だと
思うが，今後も教育環境の進歩発展を続けてほし
い。

74％

国75％
算58％
理
100％
社63％

Ｃ

〇

〇

96％

（あ）
101％
（い）
97％
（う）
86.5％
（え）
90％
（お）
98.3％
（か）
103％

B

教科書を大切にした指導を行い，「読む」「書く」「聞く」「話
す」活動をバランスよく仕組んだ授業を日々行っていく。
・１時間の授業の中で，多くの問題数に取り組ませ，問題に
慣れさせる
・漢字・計算などの基礎基本は，同じ問題を定着するまで
何度も繰り返して行う。
・社会，理科の教科書や資料をすらすら読めるよう，繰り返
し音読させる。
・個の課題を的確につかみ，何学年のどの単元に躓きの
原因があるかを探り，そこに立ち返った手立てを講じてい
く。
・ＩＣＴ機器を活用し，個の定着状況に応じた家庭学習に取
り組ませ，内容，問題数などを工夫し，意欲的に取り組め
るようにする。

「体育は楽し
い」95.8%

（参考）感染症
については
データはない。

「体育の授
業」95％

「感染症」
100％


