
三原市立木原小学校 校番（　３　）

改善方策

９月 ２月

ｈ
達成値

ｈ
達成値

イ ロ ハ

・児童アンケート「『学びのステップ』を活用
した主体的・協働的な深い学びができてい
る」と回答した児童の割合
・『学びのステップ』を活用した学習の様子
を児童同士で参観させ合い，セルフチェッ
クさせる。（学期1回）

80%

100％

100%

100%

125%

100%
Ａ 〇

・全国学力・学習状況調査：全国比110%，
・単元末テスト得点80%以上の児童の割合

100%
100%

全国学力
国語：144％
算数：125％

単元末テスト
100%

全国学力
122%

単元末テス
ト

100%

Ａ 〇

・個に応じた課題を準備し，やらせきる。
（Web問題）（教師アンケート　１００％）
・全校統一での検定テストの実施（学期1
回）

100%

100％

100%

100%

100%

100%

Ａ

・ 評価指標の達成に加え，令和３年度ＮＲＴを全国平均
値と比較したところ，国語科偏差値58.6（三原市51.7），
算数科偏差値57.3（三原市51.6），理科偏差値58.0（三
原市50.4）をそれぞれ達成した。

〇

・児童アンケート「自主学習に取り組んだ」
と答える児童の割合
・各種名人達成の児童の割合
　暗唱名人（20作品以上暗唱）
　読書名人（学年冊数以上）を超えた児童
　低：５０冊　中：４０冊　高：３０冊

各100%

　　　　100%

　９月時点暗唱
　平均：１１作品
　読書　低：150冊
　読書　中：48冊
　読書　高：8冊

100% Ａ

・児童アンケートでは全員が「自主学習（予習・復習）に
取り組んだ」と回答した。校内検定テストの実施に向け
て，東京書籍Ｗｅｂを活用した学習内容の復習を計画的
に行うことができた。また，検定テスト実施後には「課題
と指導の手立て」を作成し，校内で学力向上に関する研
修を設けた。
  読書名人へ向け，読書貯金通帳を取り入れたのは意
欲を高めるのによかった。

〇

・「いいとこ見つけ活動」で，他の児童のよ
いところをみつけ，かつ，自分の良いところ
を見つけた児童の割合（１００％）

100% 100%
１００％

A
・ 「いいとこ見つけ」活動は強化週間を設けて行った。全
児童が，友達のいいところを見つけ認め合うことを通し
て自信を持たせた。

〇

・児童アンケートにおける「チャレンジ名人」
について，肯定的評価の割合（１００％）

100% 100%
１００％

A

・各種名人を達成した児童に対して，学期末に表彰を行
い，互いに認め合う活動を行い自己肯定感を高めた。あ
いさつ名人は年度末までの全員達成を目指し，指導を
継続していく。

〇

・児童アンケートにおける「自信に関する質
問」の肯定的評価の割合（１００％）

100% 97% 97%
B
A

・チレンジ名人や各種作品応募に向けた取組を計画的
に進めることができた資格試験等，学校生活の中で挑
戦の機会を設けたり，児童の頑張りを認める声掛けを
行ったりして，引き続き児童の自信向上につなげてい
く。

〇

・体力・運動能力調査において前回の自己
記録を3種目以上上回る児童の割合

80% 100% 125% A

・前回の自己記録を３種目以上上回ることができた児童
の割合１００％で目標を達成した。しかし，前回の記録を
下回る項目があったため，全体的な体力を向上させる
為に取り組んでいく必要がある。

〇

・児童・保護者基本的生活習慣アンケート
のうち「早寝」「早起き」の達成度80%以上

100%
92% 115% A

・4月と7月に実施。4月は起床時刻が86.7％，就寝時刻
が81.7％だったのに対し，7月は起床時刻100％，就寝
時刻97.6％と，ほぼ達成することができた。4月は休み
明けということもあり，生活リズムの乱れが生じたと考え
られる。

〇

・学校だより等（月1回以上），学級通信（月
2回以上）の発行，木原小トピックス（HP年
24回更新）達成率（％）

100%

学校だより100％
学級通信96.8％
木原小トピックス
130％（1６/１２）

学校だより100％
学級通信96.8％
木原小トピックス
１３０％（1６/１２）

Ａ
B
A

・各種便りの発行や木原小トピックスなどを通して，学校
の様子を情報発信することができた。 〇

・１９時には退校，週1回定時退校，達成率
（％）
・教職員アンケートでの肯定的評価（％）

100%
100%

19時まで95.1%
定時退校88.6％
教職員アンケート
100％

19時まで95.1%
定時退校88.6％
教職員アンケー
ト100％

B
A

・SCによるメンタルヘルス研修や面談を行った。
・学校経営会議の機会などで職員の意見を聞き，成績
週間の設定を行うことにより，成績処理の時間を生み出
すことができた。
・職員アンケートの結果から意識の高さが見られる。

〇

〇一校一地域貢献
・「郷土を大切に思う」児童の肯定的評価
（％）

95% 100%
１００％

Ａ 〇

・地域の方のイベント等への開催学期１回
以上達成率（％）
・学校に対する地域の信頼度アンケートの
肯定的評価

100%

90%

/

/

/

/

/

/

〇

確
か
な
学
力
の
育
成

○「一校一地域貢献」の各種イベントの計
画実施を通して，児童の郷土を愛する心情
を育む。

自ら学ぶ態度を身
につけ，確かな学
力をつける。

・後期は，それぞれの児童の良いとこ
ろを具体的な姿として書くことができる
ように指導し，自分の良さについて
もっと気付かせ自信を高めたい。
・児童会の月目標と連動させ，チャレ
ンジ名人の達成していない項目に対し
て声かけを行っていく。できた項目に
ついては積極的に評価し，引き続き児
童が取り組めるように支援する。
・いいとこ見つけの活動をを通して自
己の良さに気付かせ，児童の自己肯
定感を高めていく。

〇「ようこそ先輩」，「各種名人」，「検定試
験」，「外部作品応募」，「いいとこみつけ」
の取組を行い，自らへの自信や夢を持た
せる。

〇夢や自信を持ち，認
め合い，高まり合う人間
関係をつくり，挑戦し続
ける心を育てる。

○学校だより，学校ホームページ，学級通
信等を活用し，積極的・計画的な情報発信
を行う。

健康や体力の向
上など，健やかな
心身を育成する。

信
頼
さ
れ
る
学
校
の
形
成

保護者，地域から
信頼され，地域に
開かれた，特色あ
る学校づくりを推進
する。

・木原小学校の良いところを広く
発信して「いいな。」と思われる
人を増やすことができればよい。
・個に応じた木原小学校の良さ
を町内等へさらに，積極的に広
報活動をして行ってください。

・学校からの発信（回覧）を楽し
みにしています。様子がよくわ
かってよい。
・コロナも少し落ち着いてきてい
るので，PTA・地域の方たちに木
原小学校の実態を伝える機会を
増やしてほしい。
・コロナも少し落ち着いてきてい
るので，高齢者とのふれあいの
機会を持ってほしい。

・入学児童が増えるように地域と
して学校の良さを宣伝したいと
思う。

○体育授業や体育朝会，毎日マラソン等
で，自己目標の達
　成をめざす取組を計画的に行う。

〇体力・運動能力の向
上を図るとともに，健康
な児童の育成を図る。

○不祥事をゼロにする。

・体育の授業や，体育朝会等でそれぞ
れの運動につながるサーキットトレー
ニングを取り入れたり，適切な運動を
紹介したりすることで，体力向上の意
欲を高め，児童の体力の向上につな
げる。
・9月の実態をもとに，生活習慣の乱れ
がないか分析を行い，保健だよりによ
る啓発や，児童への声掛けを行い，
「早寝・早起き」の重要性を喚起する。

・引き続き学校だより，通信等を計画
的に発行する。また，紙面に合わせ
て，「すぐーる」での情報配信も行うな
どして，より積極的な情報発信を続け
る。
・SC面談の機会を生かして，職員のメ
ンタルヘルスに配慮した職場づくりを
進める。
・学校経営会議や衛生委員会などの
機会を生かして，職員から意見を吸い
上げ，業務改善を図り，本校における
「働き方改革」を進める。
・業務の効率化をさらに進め，定時退
校の完全実施を目指していく。
・感染状況を見ながら，可能なイベント
等を検討・実施し，児童の郷土を大切
に思う心の育成を図る。また，開催の
際にはアンケートを実施し，地域・保
護者の評価を受ける。

豊
か
な
心
・
健
や
か
な
体
の
育
成

令和3年度　　学校評価表

c　中期経営目標 ｄ　短期経営目標

○健康生活チャレンジウイークを設定し，
基本的生活習慣の徹底を図る。

自信を持ち，認め，
支え合い，高め合
う豊かな心を育成
する。

〇確かな学力の向上を
図る。（基礎的・基本的
な知識及び技能の定
着，思考力・判断力・表
現力の育成,主体的に学
習に取り組む態度の涵
養）

〇チャレンジ名人（あいさつ名人，自学名
人など）や，資格試験，外部作品応募挑戦
の取組を行い，成果を表彰する機会を設
けるなどして認めあう機会を多くつくる。そ
のことにより，挑戦することへの自信や夢
をもたせる。

〇「木原小学びのステップ」等を活用し，課
題発見・解決学習を入れた授業改善等に
より，思考力・判断力・表現力を育成する。

〇予習・復習などの自主学習の習慣化を
図り，主体的に学習に取り組む態度を涵養
する。
・アンケートや名人獲得等の進捗管理と励
ましの徹底

（　中間　）

評価計画

　　　　　　   　    　自らをきりひらく　たくましい子どもの育成
　　      ～　自信を持ち，夢に挑戦し続け，地域に貢献する児
童の育成　～

ｇ
目標
値

ｅ　目標達成のための方策

自己評価

ｂ　経営理念
ミッション・ビジョン

ａ　学校教育目標

ｆ　評価項目・指標
ｊ

評価
ｋ

結果と課題の分析

〇「働き方改革」の推進を図り，教職員のメ
ンタルヘルスに配慮しながら業務改善を進
め，効率的で健全な学校経営を推進する。

ｉ
達成度

○個に応じたドリルの徹底等，基礎的・基
本的な知識及び技能の定着を図る。

・コロナ感染拡大防止の観点から，外部講師を招くこと
はできなかったが，可能な形で地域学習を行うことがで
きた。（ＩＣＴ活用，イベント参加，太鼓踊り，海岸調査，大
学交流，地域自慢（オンライン交流））
・県外の小学校とオンラインによる発表交流を行うことを
通して，自分たちの地域の良さや，その特徴に気付くこ
とができた。
・地域の方々を招いてのイベントについてはコロナ感染
防止の観点から実施することはできなかった。下半期で
行いたい。
・体育参観日は無観客での実施，すぐーる配信，保護
者にＤＶＤ配布。

〇「一校一貢献」として，地域・保護者に向
けた各種イベント等を実施（学期に1回以
上）するとともに，地域・保護者からの評価
を受ける｡

コメント

・学びのステップによって学習の
道標ができ，大変良いと思う。し
かし，１年毎に見直しを行ってほ
しい。（PDCA）・個に応じた課題
は大変だと思いますが，子ども
たちと向き合う形で進めてくださ
い。
・複式での授業内容について理
解できた。また，各自の自己能
力を発揮できる学習指導をされ
ていると思います。今後も継続で
きればよいと思う。
・継続したきめ細かい学習への
手立てが評価できる。これまで
築いてきた教育内容を引き継
ぎ，発展させてください。
・現在すべての項目において目
標を達成しており，児童と教師の
間に良い関係が築かれているの
だと感じた。

n
 改善方策

【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）
　　自信を持ち，自ら学び，挑戦し続ける児童が育つ学校

学校関係者評価

・きめ細かい心づかいを感じた。
それぞれの伸びにつながってい
ると感じた。
・具体的に成果が出ているので
良い。
・教育の原点・目標が日々のカリ
キュラムに追われて見失わない
ことを願います。

・低学年においては「学びのステップ」活用の意識化の
途上である。中・高学年については児童・教師共に意識
して活用することができた。
・児童アンケートでは全員が「学びのステップを使ってい
る」と回答した。また，授業の様子について児童参観交
流会を計画的に実施し，具体的な姿をイメージさせるこ
とができた。
ＩＣＴについては１年生も含め積極的・主体的に活用する
ことができている。児童アンケートでは全員が「クロム
ブックを上手に使えている」「クロムブックを使うと勉強が
よく分かる」と回答した。
・全国学力・学習状況調査は，全国比国語科１４４％，
算数科１２５％だった。単元末テストは全員が得点８０％
以上を達成した。

・名人について目標達成の目安
を持たせて取り組ませていること
が分かった。児童が意欲を持っ
て取り組んでいることがよい。
・具体的な学校での指導方法・
内容が理解できるので，継続的
に実施してください。

・授業開始時に前時との違いに着目さ
せ，本時の学習のめあて・目的を明確
に持って授業に臨むことができるよう
にする。
・児童参観交流会での学びについて，
児童に振り返りをさせる場をつくり，今
後の自分の姿についてめあてをもた
せるようにすることで，主体的・対話的
な授業づくりのさらなる促進につなげ
ていく。
・図書文化社アシストシートを活用し，
ＮＲＴで解けなかった箇所の復習に取
り組ませる。２学期以降は当該学年の
アシストシートを繰り返し用いること
で，当該学年の学習内容の定着を図
る。また，作成した「課題と手立て」の
シートをもとに，２学期に再度同じ内容
の検定テストに取り組ませ，学習内容
の定着と児童の自信につなげる。な
お，達成の指標として全員が検定テス
ト得点率８０％以上を目指すこととす
る。
・自主学習の進め方に関する図書を
使って情報交換を行い，ノートを用い
た自主学習にどの学年も取り組むこと
ができるようにする。
・暗唱や読書名人の年度末までの達
成に向けて計画的に指導を行う。

l  評価

【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

【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

【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

別紙様式１

【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

別紙様式１

【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

別紙様式１


