
 

三原市立糸崎小学校

改善方策

    9 月 ２月

ｈ
達成値

ｈ
達成値

イ ロ ハ

思考力を評価するテストにお
いて各学年目標数値を設定
し，達成した児童の割合

80%以上 72.5% 90% B

教員一人につき年２回以上，
授業の深まりに向けた改善策
を開拓し，研究主任へ報告す
る。協議会で全体交流する。

100% 100% 100% A

指導計画の作成と週1回の進
捗状況の点検を行い，教務主
任に報告する。

100% 100% 100% A

ねらいを明確にした教材研究は，各担任が研
究授業を行うにあたり行うことができた。また，
ねらいと習熟を点検し，個々の児童の学びを
把握して指導することはできた。これまでは，
ねらいを明確にした教材研究が主な校内研修
となっていたので，今後は実態把握したことを
校内研修でアウトプットしていけるような校内
研修の在り方を模索していくことが必要であ
る。

今後は，「深い学び」「レジリエンス」が
育成できる授業にしていくために授業
評価カードを活用しながら，課題を明
確にし，指導と評価の一体化を図りな
がら授業力を向上させていく。また，
「レジリエンス」と関連する各教科の単
元を入れかえたり，つなげたりしなが
ら効果的に学習できるようにする。カリ
キュラムマネジメントを各担任が積極
的に進め，つながりのある学習を積み
重ねる中でレジリエンスの育成を図
る。
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◎キャリア教育
の視点を持っ
た取組を通し
て，友だちとつ
ながり，挑戦す
る子どもを育て
自己効力感の
向上を図る。

「自分のことアンケート」
自己効力感・回復力の項目
２２，２４について，肯定的評価
をしている児童の数

85％以上 85% 100% A

２２「わたしは，ねばり強い人間だと思う。」
85％
24「わたしは，つらいことがあっても，気分転換
がうまくできる。」　85％の達成率となった。
しかし，否定的な回答をしている児童もいるこ
とから，学級，学年での継続した取り組みが必
要である。特に，24の「わたしは，つらいことが
あっても，気分転換がうまくできる。」の項目に
おいては低学年の肯定的な回答の割合が低
い。

・週1回の「学級外遊び」の時間の活
用し，学級集団での自己効力感の向
上を図る。
・糸小ギネスの取組を通して，学級集
団で目標達成のための取組を通し
て，担任による適切な評価を行う。
・ハイパーQUや自分のことアンケート
の結果を分析し，個別の指導に活用
する。
・気分転換の方法について養護教諭
と連携しながら指導を行う。
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◎地域とつな
がり，地域に貢
献する子どもを
育てる。

・アンケートにおいて，糸崎地
域を好きな児童の割合 90%以上

95% 105% A

アンケート項目の「私は，糸崎の地域が好き
だ。」と答えた児童の割合は，95％と目標値を
上回っている。敬老会に送る「感謝のしおり」
等地域とつながりがある活動を行っているが，
コロナ禍による地域行事の中止もあるため，特
に低・中学年に向けた地域貢献感を高める取
組が必要である。

・糸小太鼓ややっさ指導，道徳参観日
に地域の方々をゲストティーチャーと
してお招きすることで，地域の方との
交流の機会を設ける。 4

信
頼
さ
れ
る
学
校

保護者・地域
との連携を密
にし，信頼さ
れる学校を構
築する。

業務改善を図
り，働きやすい
職場を目指
す。

在校時間(外)が月平均40時間
以下の職員の数

90％以上 85% 94% B

４月７１％，５月９２％，６月７１％，７月９２％，
８月１００％の達成率となった。
４月は学年始めで諸準備があり在校時間が多
くなったことが原因と考えられる。６月は各種
提出書類の作成が多くあったことが原因と考
えられる。
８月は夏休みであったので，全員達成できてい
る。
課題は，忙しい月に早く退校するための方策
をたてることである。

在校時間を短縮する具体的な手立て
として，週1度の定時退庁・午後6時の
完全全員退庁の推進を行う。また，本
来であれば月30時間以下でなければ
ならないので，（１）作業にはチームで
処理を行う（２）見通しを持って仕事が
できるようお互いが声掛けできる雰囲
気作りを行う（３）誰もが取り組めるよう
ワークフローを可視化する　等のとりく
みをさらに推進する。
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・定時退庁日の自己
申告は，いい方法だ
と思う。

令和3年度　　学校評価表 （　中間 ・ 最終　） 校番（２）

ａ　学校教育目標

市教育委員会教育目標
「志を抱き,その実現に向けて考え，行動できる未来の
創り手の育成」
糸崎小学校教育目標
「学び　つながり　挑戦する子ども
 ―地域を支え　世界で活躍する姿をめざして―」

ｂ　経営理念
ミッション・ビジョン

【ミッション】（自校の使命）
　　自分を愛し，夢を語る児童を育成することを通して社会に貢献する。
【ビジョン】（自校の将来像）
　　自ら学び，共に学び合う「知・徳・体」の調和のとれた児童を育成する。

評価計画 自己評価 学校関係者評価

c　中期経営目標 ｄ　短期経営目標 ｅ　目標達成のための方策 ｆ　評価項目・指標
ｇ

目標値
担当

ｉ
達成度

ｊ
評価

ｋ
結果と課題の分析

n
改善方策

l   評 価
m

コメント

確
か
な
学
力
の
育
成

主体性・積極
性を育て，確
かな学力をつ
ける。

◎糸小モデル
をもとに授業
改善を図り，
主体的学習を
推進すること
で，学力の定
着を図る。

①精選し，効率化した授業内容の創造
・毎時間のねらいを原則1点にしぼり，
到達度を明確にして点検することによ
り，授業での確実な定着を図る。
・本校の研究内容をもとにして，授業の
深まりの在り方を模索する。
(クロームブックの活用，対話でのコミュ
ニケーション，自己評価・自己点検の
振り返り等） 教

育
研
究
部

評価テストにおいて,各学年の目標点数に到達
した割合は，72.5％であった。教科別に見る
と，国語科は８３％，算数科は６８％であった。
このことから，算数科の達成率に課題があると
いえる。
また，年２回の授業については，研究会までに
一人１回授業を行うことができた。コロナ禍でリ
モートなど工夫しながら協議会を充実させるこ
とができた。しかし，全員の授業が「深い学び」
の授業になっていたのか，「レジリエンス」が育
成できる授業構成になっていたのかという点に
おいては，課題が残る。

・この領域こそ，「レジ
リエンス」の育成と深
く関わっていると思
う。自己効力感はレ
ジリエンス（柔軟性，
復元力，元気）の陶
治と表裏一体と思う。
豊かな心育成の視点
として生かしてほし
い。
・自己効力感をはか
るアンケートとして，こ
の内容がふさわしい
か疑問がある。児童
の様子から，他のア
ンケートでも同様の結
果が出ると思う。
・コロナ禍でもできる
ことを工夫し，郷土愛
を育んでほしい。

②地域とのつながりを深め，地域を大
事にする意識を醸成する。
・地域貢献活動の実施（講話・ビデオ講
師等の取り組みも含む）

評価テストの問題が適切なのか，活
用できるだけの知識・技能が十分身に
付いているのか，個の見取りをさらに
丁寧に行っていく必要がある。また，
できなかった問題をそのままにするの
ではなく，できるようにするためにはど
うしたらいいのか，それを実践してみ
てどうなのか，進捗状況を確認した上
で校内研修を活用して全教職員で情
報共有を徹底していく。今後は，「深い
学び」の実現やICT機器の効果的な活
用という視点からも校内の研修をさら
に充実させて授業改善に努めていく。

・「レジリエンス」の育
成と評価の方法が難
しい。
・「深い学び」の授業
づくり，「レジリエン
ス」の育成を目指す
授業構成が子供たち
の確かな学力形成の
ための大きな課題と
思われる。校内研修
の充実を望む。
・「糸小モデル」「深い
学び」「レジリエン
ス」，中核となる事項
（用語）について理論
的な根拠も含めてさ
らに研究を深めてほ
しい。
・全校で学力の定着
に努めていることがよ
く分かる。各取組が，
どのように児童の学
力向上に寄与したの
かを大切にしてほし
い。

②年間指導計画一覧を作成し，カリ
キュラムマネジメントを行い，確実に実
行して教科内容を習得させる。
・ねらいを明確にした教材研究を行う
・ねらいと習熟を点検し，個々の児童の
学びを把握して指導する。
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①業務改善委員会で改善方策を検討
し，実施する。

教
務
部

豊
か
な
心
の
育
成

協働し，挑戦
し，自分の役
割を果たす中
で，社会性や
豊かな人間性
を培う。

①糸小ギネス（年間2つ以上）に全員が
挑戦する。
・集団行動の規制による関わりの不足
を補うため，児童間の肯定的評価を行
わせ，つながりを意識させて取り組む。

生
徒
指
導
部
・
保
健
安
全
部

【ｊ：自己評価 評価】
Ａ：１００≦（目標達成） B：８０≦（ほぼ達成）＜１００ Ｃ：６０≦（もう少し）＜８０ Ｄ：（できていない）＜６０

【ｌ：学校関係者評価 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。
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