
 

改善方策

     10月      2 月

ｈ
達成値

ｈ
達成値

イ ロ ハ

市学力調査の市の平均通過率の比較［1学
期：偏差値比較］（知識・情報，思考力）

児童アンケート「授業中に，先生に質問に答
えたり，自分の考えや意見を言うのは好き
ですか。」（表現力）

児童アンケート「学校で勉強していて，出来
なかったことができるようになると，うれしい
ですか。」（主体性）

全教科・市平均
以上

肯定的評価
80％以上

肯定的評価
85％以上

国語49.0
算数48.0
理科49.4

66%

86％

国語95%
算数93%
理科98%

83%

101%

B

・どの教科も三原市の平均偏
差値を上回ることができな
かった。
・国語科では「伝えること」「書
くこと」，算数科では，「データ
の活用」，理科では，「物質・
エネルギー」の領域に課題が
ある。
・表現力については，目標値
は達成できていないものの，
１学期に比べ3%肯定的評価
が上がってきている。
・主体性では，目標値は達成
できている。1学期よりわずか
に2%数値が落ちている。

・全学級で本校の研究の柱である「話
し合い活動」「書く活動」「振り返り」の
充実を図り，授業改善を行う。
・帯タイムで課題である単元や領域の
練習問題に取り組む。
・授業の中で「学び合い」の活動を設
け，友達と関わり合いながら，表現す
ることに自信が持てるようにする。
・全教員が肯定的評価を意識して行
い，児童が自己肯定感を高めながら
学習できるようにする。

児童アンケートによる評価「本を読むことが
好き」（4段階3評価以上）（6月　1月）

肯定的評価
85％以上

83.0% 98.0% B

・目標値は達成できていな
いが，昨年度末のアン
ケートより数値が2%上がっ
ており，読書活動の推進
の積み重ねにより，読書
好きな児童が増えてきて
いる。

・地域ボランティアや子ども司書，委員会と
連携して，学校図書館の環境整備や読書
意欲が高まるようなイベントを企画し，取り
組む。
・学習の中でも図書を活用できるように，カ
リキュラムを見直す。
・司書と連携を図り，学級文庫を充実させ
る。

食育を推進する。

取り組み月間(6月・12月）の「残菜０の日」
全校合計回数

児童アンケートによる評価「感謝しながら食
べていますか？」（4段階３評価以上）（7月・1
月実施）

達成割合80％
以上

肯定的評価80%
以上

残菜
83.3％

感謝
97.5％

残菜
104.1％

感謝
121.8％

A

A

基本的生活習慣の定
着を図る。

児童アンケート（4段階３評価以上）（7月・1
月実施）

肯定的評価
80％以上

体力を向上させようと
する児童を育成する。

体力テストの結果（6月・1月）

本校の重点３項目（５
０ｍ走・握力・長座体
前屈）学年別・男女
別全国平均以上80%
以上

25％
握力3項目
長座4項目

50m走2項目

31.3% D

教員の子供と向き合う
時間を確保すること
で，教育の質の向上を
図る。

児童アンケートによる評価「学校に行くのが
楽しい」「将来の夢や目標を持っている」「努
力すれば，自分もたいていのことはできる」
（4段階3評価以上）（4月・9月・1月）

肯定的評価
80％以上

学校87%
将来84%
努力89%

108.3% A

教職員の長時間勤務
を縮減し，健康で生き
生きとやりがいをもって
勤務できる環境づくり
を推進する。

市の「学校における働き方取組方針」の「勤
務上限の目安時間」の達成（時間外の勤務
時間が，月４５時間を超えない。）

100％達成 91.5% 91.5% B

・取組により業務改善や職
員の意識改革が進んでいる
と感じます。
・学校が楽しいと思える生徒
の割合が高いことは，うれし
いです。

業
務
改
善

働
き
方
改
革

学習指導要領
改訂や新たな
教育課題等へ
の適切に対応
できる学校体
制を構築し，
教育の質の向
上を図る。

学校行事の練習時間の縮
減，総合的な学習の時間
の学習内容の精選，時程
や家庭学習の見直し，一
斉退校日（週1回）の実施
など，効果的かつ効率的
な取組の実施

・児童アンケートの３項目
平均は86.7%で，児童会の
取組等により目標値の80%
を上回った。しかし，残り
の14％弱の児童や不登校
気味の児童もいる。
・学期はじめの４月と９月
は，仕事量が増えるため
か全体的に勤務時間外の
時間が増え，達成できな
かった。

・今後も学級や学校全体で取り組める
ような行事（スポーツデーやミュージッ
クデー等）を可能な限り行い，集団とし
て高まっていけるようにする。
・業務改善により子どもに向き合う時
間が増えつつある。今後も児童に対す
る肯定的評価を行い，児童の自己肯
定感を高める。
・水曜日の定時退校日の完全実施や
学期末の成績処理時間を確保する
等，業務改善に努める。

〇
〇

〇 〇

・残菜ゼロの取組が食べき
ることを目的とするのではな
く，食の大切さや感謝の心の
育成につながっていると思い
ます。
・体力の向上については，さ
らに重点をしぼって取り組ん
でもいいかもしれません。「早寝」「早起き」「朝ご飯」

の
取組の実施

体力テストの分析に基づく
体育の授業改善・体力つく
り計画の見直し

健
や
か
な
体
の
育
成

生涯にわたる
健康に対する
高い意識を育
て，体力の向
上を図る。

食育指導，保護者啓発の
実施

・残菜ゼロについては，自分の食
べられる量を考えさせたり，個別
に肯定的な声かけを行ったりした
ことで，目標値を達成することが
できた。
・感謝して食べることについて
は，学級での継続した指導，児童
保健給食委員会による啓発及び
アンケート項目を児童に分かりや
すいよう具体的な表現に改善し
たことで，目標値を上回ることが
できた。
・体育の時間の始めにサーキット
の時間を設定し，各学年で取組
を行った。重点項目が複数ある
ため，取組が分散してしまい，ど
の項目の力も伸ばすことができ
なかった。

・残菜ゼロについては，個の成長が見られた
場合はその場で肯定的な評価を行い，完食
することの達成感を味わわせるよう，引き続
き指導を行っていく。
・感謝して食べることについては，西部共同
調理場との連携を図り，給食に携わる方々
の思いや願いを知らせることで，感謝の気持
ちをさらに高めていく。
・重点３項目からさらに項目を握力にしぼり，
後半は，特に握力の向上に向けた取組を進
めていく。そのために，サーキットでは鉄棒や
のぼり棒を活用したり，朝の会や帰りの会の
時間にグーパー運動を行うなど，様々な場面
で継続的に取り組んでいく。
・スポーツデイに向けて児童の実態に応じて
種目を設定し取り組むことで，児童に充実感
や達成感を感じさせ，運動する楽しさを味わ
わせる。

豊
か
な
心
の
育
成

111.0% A

・児童会を中心に，毎月の目
標ができたクラスはパズルの
ピースを貼れるようにし，全部
貼れたらパズルが完成すると
いう取り組みを行い，目標値
を上回ることができた。

・児童会をまきこんでの取組
が，成果につながっていると
思います。
・低学年でもロッカーが整理
されていました。互いに気持
ちの良い生活が送れるよう，
引き続きお願いしたいと思い
ます。

自分を愛する心や思い
やりの心，態度を育て
る。

お互いを認め合う活動の
充実

児童アンケートによる評価「自分にはよいと
ころがある」（4段階3評価以上）（4月・9月・1
月）

肯定的評価
80％以上

82.0% 102.0%

自分を愛し，
共感する力や
思いやりの
心，協力し合う
態度を育て
る。

集団として必要な基本的
な生活習慣の定着と幼
保小中連携の充実を図
る。

挨拶・返事，チャイム席，
靴そろえ，掃除の強化月
間の実施

教職員及び児童アンケートによる評価（4段
階3評価以上）（6月・1月）

肯定的評価
全項目平均
80％以上

国語
101%

算数96%
理科99%

B

・算数科と理科において，
目標を達成することができ
なかった。
・「思考・判断・表現」の問
題に課題が見られる。

89.0%

〇
〇

パズルが完成していくのを児童が楽し
みにしている姿が見られるので，これ
をモチベーションにして後半も取り組
みを続けていきたい。

〇
〇

A

・今年度は書いたキラキラ
カードを友達に渡し，自分
のクラスに貼っていくという
取組を行い，目標値を達
成することができた。

・昨年度までとは方法を変えて，各クラ
スにキラキラカードを貼っている。キラ
キラカードをいろいろな人が書いたり
書かれたりするよう取り組みを広げて
いきたい。

・「書く活動」「話す活動」「の
びのびタイム」など，学校とし
ての組織的な取組がなされ
ていると感じます。
・「学びあい」の活動は，効果
的な方法だと思います。
・読書活動推進において，子
ども司書や委員会など児童
の活動を活用することも効
果的だと思います。
・算数・理科の得点が三原市
の平均以下であることは残
念ですが，思考力などを伸
ばすよう指導を続けてくださ
い。

「学び続ける」ためのコ
ンピテンシー（知識・情
報，思考力，表現力，
主体性）を育成する。

コンピテンシーの育成を目
指した課題発見・解決学習
につながる授業改善

朝読書，給食準備時間，
休憩時間，家庭等で「たく
さん読む」ことでの本を読
むことの習慣化（読書貯金
の活用）

各学期 各教科
平均85点以上

国語85.8
算数82.0
理科84.3

・全学級で本校の研究の柱である「話
し合い活動」「書く活動」「振り返り」の
充実を図り，学習内容の定着を図る。
・帯タイムの時間内に国語科，算数
科，理科の「文章問題」を解く練習を行
う。

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

基礎学力の定
着を図り，主
体的に学ぶ力
を育成する。

基礎学力の定着を図
る。

「書く活動」「話す活動」の
充実
のびのびタイムの実施と
個別指導の徹底

国語科・算数科・理科単元末テスト結果
（各学期）

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
ｉ

達成度

令和３年度　　学校評価表 （　中間　） 学校名 　三原市立本郷西小学校 校番（　１８　）

ａ　学校教育目標
夢と志を抱き，その実現に向けて考え，行
動できる子供の育成
　　－自ら伸びる　ともに伸びる－

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，夢を語る児童の育成
【ビジョン】（自校の将来像）
　・児童，教職員，保護者が「自ら伸びる　ともに伸びる」という教育風土を持った学校
　・基礎・基本が定着し，児童が主体的・協働的に深く学ぶ姿がある学校
　・児童が夢や志をもち，安心して生活できる学校

【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。

別紙様式１


