
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%

100%

100%

125%

100%
A

　児童参観交流会を計画的に実施した。児童からは「上
学年の授業の様子を見て進級の見通しを持つことがで
きた。不安だった気持ちが楽しみに変わった。」といった
声が聞かれた。振り返りカードの内容をフィードバック
し，見せた側の児童の自信にもつなげた。

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
・標準学力調査（3学期）：全国比110%

100%

100%

国語：141%
算数：126%

100%

国語：126%
算数：132%
理科：140%

100%

132%

100%
A

　令和３年度全国学力・学習状況調査は全国平均値比
で国語科141％，算数科126％を達成した。単元末テス
トの得点率80％以上も達成した。また１月実施の標準
学力調査では，全国平均比で国語科126%，算数科
132%，理科140%を達成した。

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%

100%

100%
A

　Ｗｅｂ問題でドリル学習から発展問題まで幅広く学習さ
せた。検定テスト前にも活用するなど計画的に実施でき
た。検定テストは全員の得点率が80％以上を達成し
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%

84%

9月目標
進捗度40%
達成13人中
暗唱12名
読書10名

100%

2月目標
進捗度90%
達成13人中
暗唱13名
読書13名

100% A

　クロムブックを使った自主学習を推進した。発表資料
作成や科学研究などもクロムブックを用いて進めた。発
達段階に応じてノートを用いた自主学習も行った。学校
図書館司書と連携し，読書やブックトークをさらに推進し
た。ミニコンサートで暗唱の様子を動画で発表し，表現
の仕方を客観的に見て学んだ。

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% 100% A

　「いいとこ見つけ」活動は木原小ミニコンサートの前に
いいとこ見つけ週間を設けて行った。廊下の掲示，児童
会からの紹介を行うことで，友達や自分のいいところを
認め合い，自信を持つことができた。

　　「いいとこ見つけ」活動を継続す
る。自己肯定感を高めさせ自分のい
いところを見つけることも取り入れる。
　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
活動を行った。また。目標を達成した
児童には新たな目標を持たせ取り組
ませた。

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（１０
０％）

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った。木原小ミニコン
サートでの暗唱の発表やマラソンカード等目標に向けて
進んで取り組むことができた。

　学校全体で積極的に声掛けを行い，
個に応じた，目標や課題の設定をす
る。達成した項目についても新たな目
標の設定や声掛けを行い，自信につ
なげ，継続的に取り組むことができる
ようにしていく。

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% 100% 100% A

　チャレンジ名人や各種作品応募に向けた取組を計画
的に進めた。
　児童の頑張りを認める声掛けを行った。行事や活動
の際には目標設定や振り返りを行い，児童に達成感を
持たせ，自信の向上につなげた。

　児童会目標と連動させ，計画的に行
い達成状況を確認し，評価を行った。
チャレンジ名人の取組や評価，表彰を
引き続き行い，児童が自己の目標を
達成し，自信を持つことができるよう声
掛けや評価を行う。

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% 100% 100% A

　前回（６月）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％。A判定の児童が６名で，半数の児
童の判定が上がった。
　体力全体の向上の為に，体育の授業や体育朝会など
でボール投げや走の運動につながるよう取り組んだ。
　毎日マラソンでは自己の目標を達成できるように毎日
進んで取り組んでいる。３分間走り続けることができる
よう，声掛けをし，自分のペースで走らせた。

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% 94% 116% A

　ほとんどの児童が目標就寝時刻，起床時刻を意識し
てチャレンジウィークに取り組むことができている。特
に，２学期末に実施したチャレンジウィークでは，就寝時
刻の達成率が97％を超えている。しかし，長期休業明
けは生活習慣が乱れている児童や，気温が寒くなった
こともあり起きにくくなっている児童も見られる。

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１００％
木原小トピックス
１１２％(27/24)

１００％
１００％
１１２％

A
 　学校だより・学級だより・木原小トピックス
とも，計画的に情報発信を行い，指標を上回
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９6．8%
定時退校９２．１％
（定時退校週1達成
96.8％）

94% B

 　SCによる職員面談の実施４回。
　成績週間を設定するなどして業務改善を進
めることにより，在校時間は全職員４５時間
未満であった。
週一回の定時退校の達成率は92.1％・19時
以降の退校96.8％と職員の意識も高くなって
いる。

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%

環境学習・ミニコン
サート・ハンドベル
地域を大切に思う
児童アンケート１０

０％

105% 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%

/

/

参観日（ミニコン
サート）・SDGsカー
ドゲーム実施

ミニコンサートで
は，地域の方・保護
者とも肯定的な評
価が１００％であっ
た。

/

１００％

/

A

〇

コメント

・複式学級である中で，学力が
ついていることは児童の頑張り
や教師の指導によるものだと考
える。

・児童の課題に対して個々の理
解力にあった指導とアドバイスを
していってほしい。

・PDCAサイクルを繰り返すこと
により，児童の実力をつけていっ
てほしい。

・Web問題の活用，chromebook
を使った自主学習により，児童
の学力が伸長していることを評
価する。

・質の良い読書をすることが，ど
の教科の学力にもつながってい
く。ますます，力を入れてほし
い。

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

・複式学級である中で，学力がついていることは児童

・児童の心と体のバランスの良
い育成ができていると感じた。

・基本的な生活習慣の定着が必
要である。引き続き，けじめをつ
けて生活をしてほしい。

・早寝・早起きを課題として取組
を進めることにより成果を上げる
ことができている。今後も健康な
生活を児童に身に着けさせるた
めにいろいろな側面から見て，
指導を続けていってほしい。

・いいとこ見つけ活動について，
お互いに認め合うことが相互の
向上につながると思う。続けて
いってほしい。

・いいこと見つけ活動を普段の
行いの中から見つけていけるよ
うになるとよい。

・相手を思いやる気持ちを持って
ほしい。個々の気持ちを尊重し
合えるよう対応をこどもたちに指
導していってほしい。

・各種名人の紹介をすることで，
子供たちのやる気を引き出せる
のでよいと思う。

　参観交流会後に今後のめあてをもた
せ，主体的・対話的な授業づくりを促
進する。他児童の感想をフィードバッ
クし，授業を見せる児童の自信にもつ
なげる。
　アシストシート等を活用してＮＲＴおよ
び標準学力調査での誤答箇所を復習
させる。来年度の全国学力・学習状況
調査に向け，これらの教材を適切に活
用する。また，課題と手立てシート作
成で指導改善につなげる。
　自主学習チェックリストを作成し，学
年に応じて自主学習に取り組ませる。
　読書の質を高めるため，学校図書館
司書と連携して，推薦図書を計画的に
読み進めさせる。低学年から様々な
ジャンルの本にふれさせ，学年が上が
るにつれて好みの本を選んで最後ま
でじっくり読めるよう，段階的な指導を
行う。

l  評価
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。

  児童のアンケートから，地域のことを大切
にしていることが読み取れる。次年度も，地
域のことを大切に感じ，地域を愛する児童の
育成を進めていく。
  新型コロナ感染拡大防止を意識しながらミ
ニコンサートやカードゲームなどのイベントを
開催することができた。しかし学期に1回以上
開催はできなかった。
  地域の信頼度アンケート　　肯定的評価１０
０％

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｡

（　最終　）

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

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

・ミニコンサートを少し見学して児
童の落ち着きとやる気が伝わっ
てきた。又，校外での体験活動
等がとてもプラスになっていると
感じた。

・学校だよりにより児童の様子が
よくわかってよい。木原小学校の
教育内容の素晴らしさを三原市
全体へ，もっと発信していってほ
しい。

・登下校時に挨拶をよくしてい
る。

・学校周囲の環境美化など協力
するので，声をかけてほしい。

・感染症拡大状況を見通しなが
ら，次年度の評価指標を設定で
きるとよい。

○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。

　自己の記録を意識させ，目標を持た
せることで意欲的に取り組ませると同
時に教師が声掛けをしたり，練習の工
夫をしたりすることにより，更なる体力
の向上を図る。
　体育の授業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や適
切な運動を紹介し，体力向上の意欲
を高め，児童の体力の向上につなげ
る。
　引き続き，健康生活チャレンジウィー
クを学期に２回実施し，生活習慣の実
態を把握し，指導していく。また，保健
だより等を用いて，児童及び保護者に
「早寝・早起き」の重要性について喚
起していく。

　引き続き学校だより，通信等
を計画的に出し，積極的な情
報発信を続ける。

　衛生委員会での話し合いな
どを生かして，「働き方改革」を
進め，児童の為に使える時間
を増やしていく。

　定時退校の実施について，
毎週水曜日を基本としながら
も週の中で動かすなども考え
ていく。（一斉に）

　今後も感染状況を見ながら，
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。

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。

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。

豊
か
な
心
・
健
や
か
な
体
の
育
成

【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


