
改善方策

１０月 ２月

ｈ
達成
値

ｈ
達成
値

イ ロ ハ

国語 8／12
学級

12／12
学級

6／12
学級

算数 6／12
学級

12／12
学級

6／12
学級

社会 ８／８
学級

８／８
学級

4／8
学級

理科 ６／８
学級

８／８
学級

4／8
学級

(あ) 90.2% 90％ 74.2%

(い) 87.7% 90％ 82.5%

(う) 76.5% 90％ 75.8%

(え) 82.1% 90％ 85.4%

【規範意識の育成】

(あ) 93.7% 95％ 94.3%

(い) 83.9% 90％ 85.0%

(う) 78.9% 85％ 75.8%

(え) 90.5% 95％ 86.8%

（お） 100% 83.4%

・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】
・自己決定の場がある体育科の授業改善【研究部】【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% 65% 65% C

・時間外等勤務４５時間以上は４月２４人中１６名，
５月１２名，６月１７名，７月２名，８月０名，９月４名
であった。４～６月は，年度初めの準備や児童理
解，教材研究等で時間外が多くなってしまった。夏
季休業中に時間外勤務を減らすことができたことを
よいきっかけとして，入校７:３０以降，退校１８：３０
までを目標に現在取り組んでいる。９月も４５時間
以上になってしまう教職員が数人いたが，６５時間
を超えるような働き方をしている教職員はいない。
また，時間を区切るだけでなく，教職員から出てき
た業務削減の取組（週計画を校務支援システムで
行う。毎週木曜日を５校時授業にし，仕事ができる
時間を確保する等）を実践している。また，丸付け
等の仕事が溜まっている様子が見られたら，職員
間で声掛けを行い，できる支援を行った。

・全体の意識が変わりつつあるので，引き続き入校７：３
０以降，退校１８：３０までの目標を全体で守っていく状況
を作るために，声掛けや仕事量の調整，進捗状況の把
握，組織で支援していく方法などを考えていきたい。
・準学校衛生委員会で職員の思いやアイデアを吸い上
げ，できるところから改善していきたい。
・ICTを効果的に活用していく。 〇

・在校時間等勤務45時間以内が，
なぜ解消できないのか，原因を探
り改善につなげる。
・終わりの時間を個々で決めて仕
事をすることが大切。
・意識の問題を改善することが大
切。自己チェックを行うとよい。
・ワークライフバランスで，今日は
「家庭を大切にする日」と考える
・年休の計画的な活用を行ってほ
しい。

【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
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92 B

57%

91

m
コメント

B

・集団作りをしっかりする。
・面談を学期に1回ではなく，増や
してもよいのではないか。
・面談の後にもアンケートが取れ
るのではないか。

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，41％～95％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2学級，80％以上は5学級であ
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，４項目
とも目標を達成することができなかった。
・（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では，
理科・社会において肯定的評価が７０％を切っ
ていた。
・（い）「自分の考えを書く」力を付けないと，
（う）「自分の考えを話す」力は伸びてこないと
考える。
・（え）「授業では，課題を解決するために，ICT
機器等を使って，進んで資料を集めたり取材を
してまとめている」では，一人ひとりがクローム
ブックを使用することで，ＩＣＴ機器を使って調べ
る回数は増えてきた。

・国，算，理，社共に，児童自らが「問い」を持ち，学び方・調
べ方を選びながら主体的に学習できるように授業改善を行
う。
・「書く」については，結論だけでなく理由をわかりやすく説明
する活動を多く取り入れる。
・ペアやグループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考え
を伝え合う体験を積み重ね，自分の考えを話すことに自信を
持たせていく。
・クロームブックを活用し，インターネットで調べたり，図書室
の本で調べたことをスライド等で工夫してまとめたりする活動
を効果的に仕組んでいく。

・低・中学年が目標に届かなかっ
たのが心配である。しんどい児童
をどうするか改善策を考えたほう
がよい。低学年の算数に力を入れ
る必要がある。
・補充の６時間目をどうするかが
大切である。
・検定で級を取るなど，競わせて
取り組む必要がある。

50 D

〇

〇

88 B

４／12
学級

・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。
・水曜６校時の学力補充の時間を使って，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。また，それ
ぞれの学年の課題に応じた対策問題を作成し，計画的に取り組ん
でいく。
・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。計算において
は，１～６学年の計算検定問題に取り組ませる。
・語彙を増やし，言葉の意味理解にもつながるよう，読書指導を継
続して行う。
・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。

「体育の授業」
98.9%
「感染症」95.1%

「体育の授
業」95％

「感染症」
100％

「体育
の授
業」
93.9％

「感染
症」
96.1％

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】
・児童の主体的な学びにつながる「問い」のある授業改善
【研究部】
・学び方の選択肢と自己決定のある授業改善【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】
・単元末テストから思考力・判断力が80％以下の単元の
アシストシートを繰り返し行うことでの学力定着【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，課題を解決するために，ICT機器等を
使って，進んで資料を集めたり取材をしてまとめている」
【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

【生涯にわたって運動しようとする心情の育成につながる授業改善】
【生涯にわたって健康づくりをしよとする健康教育の充実】

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

１次支援（Ａ）の割
合が50％以上の
学級数
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学級

・理科・社会の肯定的評価が低
い。ピックアップしてするほうがよ
い。
・授業は，児童に発言をさせたり，
筆記をさせたりとよくできている。
・クロームブックを，休んでいる子
も活用していてよい。

ｊ
評
価

〇

単元末テストの結果は，国・算・理・社全て
目標値の半分しか達成できなかった。高学
年はほぼ目標を達成できているが，低・中
学年に課題が大きかった。
・国語では，低学年では正しく表記するこ
と，中・高学年では言葉の意味理解に課題
があった。「書く」こと，文章を読み取ること
の課題が大きいと考える。
・算数では，文章を式にしたり，式から問題
場面を読み取ったりする問題，時刻と時
間，長さや角度の測定に課題があった。実
感を伴う理解が不十分であると考える。

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

・全ての児童に，学校内（学校外も含めて）に学びの場が
ある取組【不登校等児童支援会議】
・全ての児童が，困った時に学校の中に相談できる人や
場がある取組【不登校等児童支援会議】
・「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）
・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】

ＱＵアンケートの結果
【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）「困ったことがあったとき，先生や友だちに相談でき
る」
【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

・沼田東小学校「6つの柱（友達を大切に，時間を守る，は
き物揃え，無言掃除，右側歩行，挨拶）を中心とした児童
会主体の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】

・生活や学習の場で自己決定する場の設定【生徒指導・
特別支援教育部】【研究部】

・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，全教職員で児童に積極的に関わる。
要支援群の児童は，職員間で情報を共有し，特に気に留め
ていく。
・週2回，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，一人一人の児童の声に耳を
傾け，児童の思いに寄り添った支援・指導を行う。

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

98 B

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，全項
目で，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，75.8％と5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。このことは，
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。
・児童会役員を中心に，リモートでの全校朝会を実
施し，各クラスの頑張りが認め合える場を設定する。
・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，早期発見・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

・「誰かに認められている」という
質問では，答えるのが難しいので
はないか。「誰かを認めている」と
いう質問にしたらどうか。自分が
相手を尊重する（リスペクト）という
態度が大切。
・いじめはどうか。不登校になって
いないか。

〇

〇７月に行ったアンケートの結果，両項目にお
い　て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，技能面の困難さが
体育の授業を楽しめない要因であると考えら
れる。
・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
みられる。また，体育科の授業や休憩時間に
マスクを外した後，再び付けるのを忘れてし
まったり，手洗いが徹底できていなかったりす
ることも課題である。

〇体育科の授業の改善を図る
・学習内容に関連する基礎的で簡単な動きに取り組ませたり，自分
の力に合わせた場を選択したり，場の設定を工夫したりすること
で，できる喜びを味わわせるようにする。
・自分自身で目標を立てさせたり，その目標に向かって学習内容を
決定させたりすることで，個々の目標に向かって意欲的に学習に
取り組めるようにする。
・校内研修を行い，実践事例を紹介したり交流したりすることで，よ
りよい体育科の授業づくりを目指していく。
・ICT機器を効果的に活用し，動画を撮影したり動きのコツを調べ
たりすることで，課題発見や互いに関わり合うことに繋げていける
体育科の授業を行う。
〇感染症対策の徹底を図る
・職員も感染症対策指導において，意識統一するために職員会議
等で学校のきまりや統一事項を確認する時間を設けていく。
・なぜ感染症対策をしていく必要があるのかを児童に随時示すこと
で，対策を徹底できるよう指導を進めていく。

・感染症対策の評価は必要ない
のではないか。
・体育は意欲的に取り組んでい
る。
・技能面の困難さとはどういうもの
か。
・最近はゲームなどをしているか
ら体力がないのではないか。

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）

ｉ
達成度

　　令和４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＞「児童を守り，育て，育む」事を時間氏，実践できる教職員

　三原市立沼田東小学校（校番１２）

学校関係者評価

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


