
 

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，先生の質問に答
えたり，自分の考えや意見を言ったりするの
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％

―
―
―

74%

91%

国語94.8%
算数93.0%
理科98.0%

92.5%

107.0%

B

・表現力については，目標値は達
成できていないものの，２学期に
比べ８%肯定的評価が上がってき
ている。年間では，１１％の向上
が見られた。今年度から，「学び
合い」を取り入れたことで，児童
の表現に対する苦手意識が変
わってきていると考える。
・主体性では，目標値を達成する
ことができた。２学期に数値がわ
ずかに下がったが，３学期には，
５％向上している。年間では,全体
で３％向上した。授業改善や肯定
的評価の取組により，児童の自
己肯定感が高まってきていると考
える。

・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。
・来年度の学力調査に向けて，帯タイ
ムで課題のある単元や領域の練習問
題に取り組み，学習したことの定着を
図る。
・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% 80% 94.0% B

・目標値の８５％を達成することが
できなかった。
・４年生以上の高学年の肯定的評
価が７０％台であり，読書が楽しく
なるような手立てが必要である。
・コロナの影響により，地域ボラン
ティアの読み語りが中止となったこ
とも数値が伸び悩んだ原因と考え
られる。

・司書と司書教諭が連携して，児童の実態に
合った図書を選定し，環境づくりを行う。
・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
93.3％

感謝
98.6％

残菜
116.6％

感謝
123.3％

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

74.3% 92.9% B

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

握力3項目
長座4項目

50m走2項目

25％

握力６項目

50％
62.5% C

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%

学校83%
将来86%
努力91%

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% 91.5% B

令和３年度　　学校評価表 （　最終　） 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

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

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）

・昨年度の最終評価を比較
すると，３教科とも全体平均
が向上しており，取組の成果
が表れていると思います。

・学び合い活動は，主体的に
学ぶ力を育成するために効
果的な活動だと思います。

・読書で，高学年の肯定的
評価が70％台であることが
気になりました。コロナの影
響を受けている時こそ，読書
に力を入れることが大切だと
思いました。

「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

国語87.5
算数82.3
理科87.3

・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。
・帯タイムにおいて，読解プリントやア
シストシートを活用して，苦手な単元や
領域を重点的に練習していく。

国語102.9%
算数 96.8%
理科102.7%

B

・国語科と理科は目標値を
達成することができた。算
数科が目標を達成するこ
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%

○

今年度は新しいことに取り組むことが
でき，児童の意欲につながっていった
ので，来年度も引き続き児童会を中心
に取り組みを考えていきたい。

○

A

目標値の８０％を達成することが
できた。１０月からも３％上がって
いる。キラキラカードの取り組み
を継続して行っており，児童同士
の肯定的な評価につながってい
ると考える。

今年度は昨年度から少し取り組みのやり
方を変え，各クラスごとにキラキラカードを
貼る方法にした。キラキラカードを書く児童
がもっと増えるよう，児童会を中心に取り
組みを継続しながら，広げていきたい。

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

・新しい取り組みが児童の意
欲となり，成果につながって
いると感じます。

・挨拶や返事等は，児童会
の取組がにより成果が出て
いると思います。

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% 85% 106.3%

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，保健給食委員
会による啓発や学級での個別の肯定
的な声かけにより，残さず食べようとす
る意欲が高まり，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
での継続した指導に加え，西部共同調
理場で働かれている方々の思いを知
ることにより，感謝の気持ちをさらに育
むことができ，目標値を上回ることがで
きた。
・朝食摂取は目標値を上回ることがで
きた。早寝早起きについては，学級で
の指導やたよりで啓発したが，目標値
に到達しなかった。保護者の協力が不
可欠であると考える。
・後半は重点項目を握力にしぼり，各
学年の実態に応じた取組を行った。そ
の結果，6月の数値を上回った学年が
増えたが，全国平均値を上回ったのは
50％で目標値には達しなかった。取組
の期間が短かったと考える。

・残菜ゼロについては，全体での指導とともに，
個の実態に応じた細やかな対応を行いながら，
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，給食に携わる
方々の思いや願いを知らせ，共同調理場への
感謝の気持ちを伝える取組を継続して行ってい
く。また「いただきます」「ごちそうさまでした」の
意味を考えさせることを通して，感謝する気持ち
をさらに高めていく。
・生活習慣の定着については，引き続き学級で
の指導を行ったり，委員会等を活用したりしなが
ら意識を高めていく。また，学級通信や保健だよ
り等を活用し，家庭への啓発を継続して行って
いく。
・今後も年間を通して握力の向上に重点を置き，
体育の授業を中心に，現在の取組を継続，発展
させていく。定期的に好事例を学年間で交流す
るなど，進捗状況を把握していく。

豊
か
な
心
の
育
成

93% 116.3% A

・目標値の８０％を達成すること
ができた。児童会を中心に毎月
の目標として取組，達成出来たら
パズルが完成したり，挨拶のレベ
ルを設定したりしたことが児童の
意欲につながり，目標値を上回る
ことができた。

○

・「早寝」「早起き」「朝ご飯」
のアンケート結果が，昨年度
と比較して低下しているが気
になります。粘り強く保護者
啓発を継続してください。

・体力が向上するよう，指導
を引き続きお願いします。

「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

・時間外勤務時間について
の達成率に取組の成果が表
れていると思います。

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，年間を通じて目
標値の80%を上回った。しか
し，新型コロナの影響で行事
等が中止や延期となったこと
もあり，「学校に行くのが楽し
い」の割合が下がった。
・勤務時間上限の10月は，45
時間未満の達成率が71.4%と
悪かったが，11月以降は全員
達成できている。

・児童アンケートでは，否定的な回答の
14％弱の児童や不登校気味の児童もお
り，来年度に向けて個々の目標や学年
の目標を立て，よりよい集団として高
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
を増やし，児童の自己肯定感を高めて
いく。
・水曜日の定時退校日の完全実施，
日々の休憩時間や学期末の成績処理
時間の確保等，今後も業務改善に努め
る。

○

【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


