別紙様式1

令和 ２ 年度
a

b

学 校 教 育 目 標 夢と志を持ち，共に高め合う児童の育成

学 校 評 価 表（中間）

学校経営理念
ミッション・ビジョン

学校名 三原市立深小学校
【ミッション】 （ 自校の使命 ）
【 ビジョン 】 （自校の将来像)

評 価 計 画
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

基礎学力の定着

自己評価
f 評価項目・指標

g
目標値

・国語・算数・理科の単元テストの平均点

８５％

・授業アンケート（分かる）児童数の割合

８５％

授業力の向上とドリルの徹底による学力の充実

学
力
の
定
感着
性と
の 教育の質の向上と
主体的な学習の推進
育 豊かな感性の育成
成

１０月
h
達成値

２月
h
達成値

i
達成度
国語
103％
算数
102％
理科
106％

国語 87.7%
算数 87.0%
理科 90.1%
アンケート
86.2%

j
評価

A

アンケート
101％

学習リーダーによる学習の推進

・学習アンケート（進んで・最後まで・学
習リーダーによる）での児童の自己・相互
及び教師の肯定的評価の割合

85%

自己 88.3%
教員
92.7％
相互 100％

自己 104%
教員
109％
相互
118％

A

相手・目的意識をもった声の大きさの指導
多様な考えを比べたり，まとめたりする活動の充

・学習アンケート（自分の考えをかく・聞
こえる声で話す）（比べて聴く・つないで
考えを深める）での児童の自己・相互及び
教師の肯定的評価の割合

80%

自己 78.0%
教員 77.6％
相互 98.7％

自己 98%
教員 97％
相互 123％

「深の子の一日」の中から児童会目標を設定し，
指導を徹底する。

・代表委員会議案書（課題発見・目標設
定・解決への取り組み）

議案書
１００％
80%

・月ごとの代表委員会での目標達成率

徳
育
と
基
礎 高い自己指導能力
を持ち，健康で自律 貢献活動の実践
体 的な子どもの育成
力
の
充
実

地域の貢献活動を計画的に実施し，ふり返りを行
う。
「貢献貯金」の活用

・貢献貯金３ポイント以上の児童の割合
100%
・ふり返りによる自己有用感児童の割合

体育科授業のサーキット運動の徹底

・新体力テストの課題種目の自己記録更新
児童の割合

ふり返りカード・自己目標設定・最高記録への挑

・体育の時間における課題種目克服への手
立て実施率

課題運動能力の克服

・地域のもの（物・者）を活用した単元づ
くり
各学年１単元以上
地域の教育力の活用

各学年，地域の素材を活用した学習を実施

サーキット
100％

100%

サーキット
111％

１００％

100%

漢字・言葉の定着を図るために，教科書の「言葉」
「漢字」のところをていねいに扱う。また，一度に習う
漢字の数を絞り，習う・練習する・確認する（ミニテス
ト）ことを繰り返しながら定着を図っていく。算数の思 〇
考・判断・表現の力を高めるために，授業の中で，
式・図・言葉を使って自分の考えを説明する機会を多
く作っていく。

学習アンケートではどの項目も目標値を上回り，学
習リーダーを中心とした授業がどの学年でも定着し
つつある。また，複式学級ではなく単学級の２学年
も，複式学級の授業形式で授業をすることで次学年
で生かされると考える。

引き続き，「進んで・最後までやりきる」児童の姿を具
体的に示し，少しでもよくなった児童を価値付けるこ
とで，全体に広げられるようにする。また，授業の振
り返りでよい学び方を振り返らせることで，児童同士 〇
でよい学び方を共有できるようにする。２学年から学
習リーダーにより授業が進められるよう取り組んでい
く。

Ａ

・新型コロナウィルスのため，学校，地域の行事が中
止となり，学校全体としての貢献活動はできなかっ
た。しかし，今年度より取り組んでいる貢献貯金や貢
献活動について夏休み前に指導を行い，取組を促し
た。現在９３％の児童が1回の貢献活動を行ってい
る。

・今後，保護者と地域清掃活動を行ったり，廃品回収
を行ったりする計画を立てている。それぞれの活動
の意義を考えさせ活動への参加を促していく。
・貢献貯金に書かれている内容を朝会時などで全体
に紹介し，肯定的評価を行う事を通して，自己有用
感を高めていく。

Ｂ

90%
戦

国語・算数・理科の単元テストの平均点，授業アン
ケート（分かる）児童数の割合共に目標値を上回った
が，観点別にみると，国語の知識・技能が82.7で目標
値に達しなかった。主には，漢字・言葉の定着の低さ
が要因となっている。また，算数の思考・判断・表現
は，5学年中2学年が目標値を下回っている。

・今後も児童会担当と連携を取りながら，児童会目標
を「深の子の一日」の中から考えさせる。
・全児童にも「深の子の一日」を意識した学校生活を
送るように指導する。代表委員会で，「深の子の一
日」を持参させて目標との関連性を児童にとらえさせ 〇
る。目標が達成できていない児童にはどうすると守
れるようになるのかを考えさせ，自らの行動を見つめ
直させていく。

116％

課題種目
87.7％

A

Ａ

・新体力テスト記録カードを作成し，昨年度までの記録を
もとに，自己目標を設定し取り組んだ。課題種目がある数
が延べ47人で，それに対して自己記録更新児童が37人で
達成率は79％となった。
・体育の時間における課題種目克服の手立てとして，
サーキットトレーニングを実施した。サーキットの実施率は
運動場は100%実施できている。しかし，熱中症予防のた
め，運動場での活動回数が少なかった。.
・地域のもの（物・者）を活用した単元づくりは，休耕田を
活用したサトウキビづくりや福祉施設・伝統芸能等を素材
にした単元づくりを行うことができた。。
・地域への学習内容の発信は，「学校だより」を通じて，学
習の内容等を紹介することができた。

学校の様子や教育活動について情報発信と学校へ
の来校
不祥事防止研修の工夫

業務の見直し・平準化
業務改善の推進
定時退校日

◎本年度の重点目標については◎印で示す。

週1日設定

・学校の様子がわかる情報発信
学級通信発行 回数 １０回以上
HP更新
回数 １２回以上
地域の方の参観回数
３回以上
・不祥事防止研修の実施率
・教職員アンケート（「自分も起こしう
る」危機感）の教職員の割合

・業務改善アンケート
（業務見直し・平準化，児童と向き合う時
間の確保）の教職員の肯定的評価の割合

100%

100%

・定時退校実施率

通信
50％
ＨＰ
50％
参観
0％
不祥事研
修
78％
危機感
100％

業務改善
87％
定時退校
96.5％

【j:自己評価】

74%

91%

Ｃ

Ｂ

ロ

コメント

ハ

〇適正に評価されている。
〇複式学級で学習することの難しさも
ある中，深小独自の学習の進め方をこ
れからも推進してもらいたい。
〇複式で子供たちが学習に不安や難し
さを感じているのかどうか心配していた
が，学習リーダーが中心となって自分
たちで授業を進めていると聞いて驚い
た。
〇学力の定着について，思考力・判断
力・表現力の向上に関して，考えたこと
を文章に書いて発言できるようになった
ら，文章を読むのではなく友達の考えを
聞いたり付け加えたりして自分の言葉
で発表する力を身に着けてほしい。

〇適正に評価されている。
〇貢献活動の実践に関して，コロナ禍
で様々な行事が中止になり地域活動も
難しいが，その中でできることを少しず
つ進めてもらいたい。

〇

・課題種目に全体で取り組み，新体力テストを再度行う事
で，自己の体力向上を実感させる。
・体育授業のサーキット運動の徹底のため，体育館で行う
サーキットトレーニングを企画・実施し，振り返りカードを
活用して伸び率を実感させる。

〇

・地域のもの（サトウキビ・福祉施設・伝統芸能等）を活用
した学習を引き続き行う。また，主体的で探究的な学習が
展開されるように下半期の学習単元を軌道修正しながら
見直していく。
・学習内容や活動の様子を，「学校だより」で地域に発信
していく。また，児童が調べたことやまとめたものなどの学
習成果記録の発信の計画をしていく。

・地域への学習内容の発信回数
年１回以上

信
頼
さ
れ
る 学校と地域との双方
不祥事ゼロ
学 向の関係の構築
校
の
構
築

イ

・児童会目標を「深の子の一日」から児童会が課題だと感
じている項目を選び，各月の目標にした。６・７月「手洗
い」について，８・９月「あいさつ」についてとした。２回とも
「深の子の一日」に関連した目標なので100％とした。しか
し，内容として「深の子の一日」と完全には一致していない
ものもある。
・週末に各クラスにおいて，児童会目標の自己評価で振り
返りを行い，それらを持ち寄り，代表委員会で交流した。
目標達成率は肯定的評価９３％となった。

１ポイント
93％

課題種目
79％

改善方策

A

125％

達成率
93%

k
結果と課題の分析

聞こえる声で話させるためには，まず聞く力を育てる必要
がある。交流場面では，学級掲示をしている「声のものさ
し」を確認し，聞こえない時には，「もう一度言ってくださ
い。」など聞き手に反応を求めることで，適切な声の大きさ
を学んでいけるようにする。全体交流の場面では，学年の 〇
実態に応じて，「～さんの～という意見とは違って」など相
手の発言を受けて発表させることで，聞く力も同時に育て
られるようにしていく。

実

くらしガイドの徹底

l 学校関係者評価

改善方策

学習アンケートでは，目標値をやや下回っている。項
目ごとに見ると，「みんなの考えをつなぎながら発表
している」，「自分の考えをみんなに聞こえる声で発
表している。」が自己・教員アンケートで７５%以下と，
交流場面で発表する項目が特に低かった。

自力解決のためのスキルの定着
思考力・判断力・表現力の
向上◎

自分を愛し，夢を語る児童の育成
ふるさとを愛し，活力に満ちた，明るく美しい学校の創造

〇

・情報発信回数は，学校だより6回，学級通信各学年5回
以上行っている。ＨＰ更新回数は，毎月できている。その
他，必要に応じてＨＰに情報を掲載してきた。地域の方の
参観回数については，前期は学校行事等中止に伴い来
校していただくことが困難であった。
・不祥事防止研修の実施率については，年間14回計画
中，記者発表資料も含め11回行った。全職員対象のアン
ケート結果では，全職員が，「自分も不祥事を起こしうると
いう危機感を抱いて研修を受けた。」と回答した。

・学校の様子が分かる情報発信は，学校だより・学級通
信・ＨＰを活用して引き続き続けていく。地域の方の参観
については，今後の県・市の動向を見ながら考えていく。
地域広報誌「ふかまちのまど」等も活用しながら他の発信
方法についても模索していく。
・不祥事防止研修については，年間計画に沿って引き続 〇
き計画的に進めていく。記者発表資料等の研修について
は，適宜行っていく。

・業務改善については，改善が進んでいると回答した割合
は87％である。改善が進んでいないと感じている内容とし
て，事務処理方法の改善が挙げられている。
・定時退校日は，退校実施率96.5％である。6月・9月が
100％に満たなかった。

・学校内で改善できる事務処理の効率化を図る。さらに，
学校内の業務内容で改善できるところはないか，全職員
で再度見直していく。
・そして，長期的な見直しと２週間の見通しをもって業務に
あたる。また，優先順位を考えながら，タイムマネジメント 〇
を行う。

〇適正に評価されている。
〇地域のものを活用した学習で，「深の
特産品」であ桃や柿も取り上げてほし
い。
〇児童が減少する中，いろいろな活動
を考えることも大変だと思う。私たちも
地域としてできることを今後もやってい
きたいと思う。

【l:学校関係者評価】
Ａ： 100≦(目標達成)

イ ： 自己評価は適正である。

Ｂ： 80≦（ほぼ達成）＜100

ロ ： わからない。

Ｃ： 60≦(もう少し）＜80

ハ: 自己評価は適正でない。

Ｄ： (できていない）＜６0

