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本年度の重点目標については◎印で示す。

〇

・コロナ禍で地域との交
流も制限があったが，少
しずつ元に戻りつつある
ので，感染防止をしなが
ら交流を続けてほしい。
・働き過ぎの疲れた先生
では，児童の目に魅力
的に映らない。もっと余
裕をもって指導に当たれ
るようになってほしい。

①算数科単元末テストにおい
て，８０％以上の児童の割合

②効果的にＩＣＴを取り入れた
授業づくり（校内研修を月１回
以上設定）

③課題解決に向けての児童
アンケート（肯定的評価をした
児童の割合）

①80％

②90％

③85％

・ICTを活用した授業に
大変感心をした。
・ICTと紙媒体ではどちら
がより有効か，年齢に応
じて，また，段階的に取
組むことを期待する。
・①の改善に取り組んで
いってほしい。
・到達度，習熟度，理解
のスピードに個人差が
あり大変だと思うが，今
後も継続した取組を行っ
てほしい。

〇
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確
か
な
学
力
の
向
上

確かな学
力を身に
付けた児
童の育成

学校名　　三原市立中之町小学校   校番（　４　　）

ａ　学校教育目標
学びあい，思いあい，高めあいのできる児童の育成
「三愛」

ｂ　経営理念
ミッション・ビジョン

【ミッション】（自校の使命）夢を語り，主体的・協働的に課題を解決する児童の育成
　
【ビジョン】（自校の将来像）地域から信頼され，自校に誇りがもてる学校

令和４年度　　学校自己評価表 （　中間 　）

①88.6%

②96.1%

③95.6%

評価計画 自己評価

①算数科を中心とした深い学びに
向かう授業改善
・数学的な見方・考え方を育む授
業の在り方
・効果的なＩＣＴ活用と対話の探究
・ＯＰＰＡによる学びの自覚（個・集
団）
・繰り返し学習の徹底
　（算数検定，チャレンジタイム，個
別指導）

②授業研究と授業観察による改
善視点の共有化と進捗把握

③生活科・総合的な学習の時間に
おけるプロジェクト型学習の推進

◎主体的・対話
的な深い学びと
なる授業づくりを
通し，自ら考え学
びあい，課題を解
決する力を育成
する

ｉ
達成度

①70.3％

②１００％

③９１％

ｊ
評価

ｋ
結果と課題の分析

①100％

②33％

③100％

①100％

②33％

③100％

①A

②C

③A

①目標を達成できた。（100％）
不祥事防止研修の担当を学年で分担し行うことで，
不祥事に対する意識向上につながっている。研修に
ロールプレイや意見交流を取り入れ自分事として捉
えられるようにしている。

②年度途中の為，目標未達成。(33%)
学校林に関わり，フォレストサポートを活用した取組
が２学年できた。

③目標を達成することができなかった。（４～９月
100％）
今年度より時程を変更し，下校時刻を早め，放課後
の時間確保。成績処理週間の設置。教科担任制の
実施。成績処理に係るスケージュールの提示。
課題・・・成績の時期には，勤務時間が多くなる傾向。

①研修を計画的に実施する。不祥事防止委員
会など各種委員会においてヒヤリハット事案を
出し合い，未然防止に努める。

②学校林に関わり，フォレストサポートを活用
した取組，学校林以外にも，老人会，コミセン，
消防団などを活用した取組を計画。実施に向
け，地域人材と事前に密に連携を取り，より効
果的に実施。

③成績処理について，見通しをもち，計画的に
できるように，3学期末までのスケジュールを
細かく提示。会議などの持ち方を検討。帰りや
すい雰囲気づくり。

①B

②A

③A

①目標を達成できなかった。（70．3％）
学力が定着していない児童の把握と手立て
を共有し，学年での実施→振り返りが不十分
であった。特に，「思考・表現・判断」の力が十
分定着していない。

②目標を達成することができた。（100％）
校内研修月1回以上実施。日々のＩＣＴ活用に
ついての実践交流。本校指導案において「ＩＣ
Ｔの効果的な活用」及び「ICTのメリット」につ
いて記述。

③目標を達成することができた。（91％）
昨年度の活用内容をもとに，今年度の年間
の見通しをもって実施。児童アンケートの結
果から実態把握した上で，授業改善を行うこ
とができた。
二中ブロックやプロジェクト型学習の研修会
での学びを校内へ還元することができた。

①「問い」と単元のゴールを意識した授業改善。組
織としての取組を明確化。「思考・判断・表現」の
力を育成する具体的な手立て（思考させるための
問いや表現の場の設定など）が必要。NRTや全国
学力状況調査の結果や分析をもとに，明らかにし
た学年や学級の課題に応じて今後の対策を共有・
実施→振り返りと見直し。

②新しく導入したテレタッチの効果的な活用方法を
共有する。全教職員がICT支援員と相談できる機
会を設定する。

③現段階での課題や校内で研修していく内容を焦
点化し，より具体的な単元構想及び開発につなげ
ていく。実施後，軌道修正。

①111.1%

②91.4％

③
108.1％

①A

②A

③B

①目標を達成できた。（100％）
・遠足や体育参観日などの行事ごと，縦割り班活
動や全校の月目標の日々の活動を常に評価し，
フィードバックすることで，頑張りを認める場をつ
くることができた。

②目標を達成できなかった。（82.3％）
不登校児童は，半分に減少し，未然防止を図る
よう連携しながら取り組んでいるが，目標達成に
は至らなかった。

③目標を達成できた。
あいさつ（94.7％）そうじ（97.3％）
職員全体で取り組むことを定期的に共有すること
で，児童への指導を徹底できた。一方で，児童主
体で取り組めるようにしていくことが必要である。

①学校行事だけでなく，児童会行事や縦割り
班活動を通して，児童の頑張りを認め，自己
肯定感を高めていく。

②不登校傾向の児童については，保護者連携
を密にしたり，相談室での登校も継続的に行
う。また，学年間で児童の交流をしたりエンカ
ウンターに取り組んだりすることや，SCやSSW
と連携を行うことで，未然防止に取り組む。

③高学年児童が中心となり，挨拶や掃除の手
本を示すことで，低・中学年の児童も習慣づく
ように，児童主体で進めていく。

◎目標達成のた
め，自ら挑戦し，
仲間とともに粘り
強くやりぬく力を
育成する

①学級・学年・児童会としての意
識を高める集団づくり
・学校行事・児童会行事を活用し
た目標・手立ての設定と振り返り
・がんばりを認める場の設定
・縦割り班活動の活用

②「気持ちのよい学校」づくり
・児童会活動とリンクさせた生活目
標の設定

③「あいさつ」と「掃除」による明る
くきれいな学校づくり

①学校行事・児童会行事にお
いて，目標達成のために手立
てを設定し，頑張りを認める
場の設定（月１回以上）

②不登校の欠席日数が前年
より減少した割合

③「あいさつ」「そうじ」の振り
返りで肯定的評価をした児
童・教師の割合

①90％

②90％

③90％

①８８％

②１１１％

③１０７％

①100％

②82.3％

③97.3％

・ICTを活用した授業に大変感心
をした。
・「楽しいと思える学校」になるこ
とが学校の最優先課題だと思う
ので，取組を進めていってほし
い。
・コロナ禍でも積極的な活動をし
ていると感じる。
・家庭内に問題を抱えている子
供が，「周囲にそれをわかってく
れている人がいる」「話せる人が
いる」という思いが持てるように
見守り，支援していく必要があ
る。
・パソコンの使用時間が長くな
り，友達と遊ばなくなるなど，人と
の関わりが希薄になっているの
ではないかと心配する。

健
や
か
な
体
の
育
成

生涯にわ
たり心身
ともに健
康で安全
な活力あ
る生活を
送るため
の基礎的
実践力の
育成

○自分の健康に
関心を持ち，健康
課題を自ら解決し
ていこうとする態
度を育成する

①基礎体力の向上（運動量の確
保）
・体力テストの実施による課題の
分析と指導の改善
・体育の授業の工夫
・外遊びの推奨と縦割り班遊びの
実施

②計画的・意図的な食育指導・給
食指導の実施

③手洗い・マスクの着用の徹底

①運動やスポーツが好きな
児童の割合

②健康な体作りを意識して最
後まで食べようとする児童の
割合

③手洗い・マスクの着用への
肯定的評価をした児童の割
合

①80％

②90％

③100%

豊
か
な
心
の
育
成

潤いと落
ち着きの
ある児童
の育成

①目標を達成できた。（88.6％）
今年度体力テストを実施した５年生の結果を職
員全体で共有することで，各学級の授業改善に
生かせるようにすることができた。（縦割り班遊び
は感染症対策のため未実施）
　
②目標を達成できた。（96.1％）
各学年の教科等と関連させ，食育指導を行うこと
ができた。

③目標を達成することができなかった。（95.6％）
保健委員会が放送での呼びかけを行ったり，各
学級で掲示物による確認をしたり，主体的に取
組を行うことができたが，徹底することが難しい。

①夏季休業中に実施した職員研修を生かし，苦手意
識をもつ児童への手立てを各学級で行い，授業改善
を図る。毎週水曜日のロング昼休憩に縦割り班遊びを
実施する。

②全校でmeetを活用した食育指導を毎月１回（食育の
日）計画・実施し，意欲を高めさせる。

③手洗いチェッカーを使用した手洗い指導を全学級で
計画・実施し，感染症対策への意欲を高める。各学級
での取組が徹底できているか毎月１回フォームで職員
アンケートで確認し，取組を徹底できるようにする。

〇

〇

・健康・体力がないと勉強
にも身が入らないので取
組を進めてほしい。
・食習慣は一生涯，健康に
影響があるので，関心をも
たせることは大切である。
・パソコンの長時間使用に
よる体調不良が起こらない
ように指導をしてほしい。
・縦割り班遊びでは，１年
生と６年生の体格・体力差
を考慮して活動してほし
い。

信
頼
さ
れ
る
学
校

保護者・
地域とと
もに歩む
学校の推
進

○不祥事防止の
徹底

○地域とともにあ
る学校の創造

〇教職員が健康
でやりがいをもっ
て勤務できる環
境づくり

①自己との関わりで意識向上を図
る研修の実施

②保護者，地域，関係機関との連
携
・コミュニティスクールの推進
・一校一貢献活動の推進

③積極的な働き方改革への意識
の向上
・定時退校日の実施（毎週水曜
日）
・教科担任制の導入

①日常的に不祥事防止に取
り組んでいる教職員の割合

②地域の人材を活用した教
育活動の実施（全学年，年１
回以上）

③時間外勤務45時間以下の
月が6ヶ月以上の教職員の割
合

①100％

②100％

③100％

①110%

②106%

③95％

①A

②A

③B

【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。


