
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）

90%

100%

100%

100%

111%

100%

A

A

　「学びのステップ」を活用した主体的・協働的で深い学
びを推進することができた。１年生児童については２学
期から学習リーダーを決めて学習に臨ませており，今後
もスモールステップで「学びのステップ」の定着を図って
いく。

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：全国比＋１０Ｐ

100%
100%
100%

136%
100%

3学期実施

136%
100%

-

A
A
-

　学力改善計画のスケジュールに沿って計画的に学力
定着の取組を行うことができた。検定テストやＷｅｂプリ
ントの実施など，組織として取組を進めることができた。

〇

・全校統一での検定テストを実施（学期1回）
し，個に応じたＷｅｂ問題を準備し，やらせき
る。

100%

100%

100%

100%
100% A

　校内検定テストの実施に向けて，各種Ｗｅｂ問題を活
用した復習を計画的に行うことができた。また，テスト実
施後には「課題と指導の手立て」を作成し，学力向上に
関する研修を設けて課題の共有を図った。

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%

自主75%

暗唱94%

読書88%

75%

94%

88%

C

B

B

　チャレンジ名人を年間目標ではなく学期目標にするこ
とで児童が計画的に取り組むことができた。１年生の，
ひらがなの読みの定着に時間がかかり，読書が目標冊
数まで届かない児童がいた。　自主学習は，具体的に
何をやればいいのか児童に示していく必要がある。

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% A

　1学期に2回「いいとこみつけ」を実施した。学期ごとで
はなく，学年始めと学期終わりに「いいとこみつけ」を
行った。そのことにより4月に入学した児童もイメージを
つかみ，お互いの良い所を見合うという意識が全校に
広まった。また，委員会の仕事として掲示や朝の放送を
行わせた。そのことにより児童主体の活動になった。放
送の際には，委員会児童が肯定的評価を行い，お互い
に良い所を認め合うことができた。
　全校児童が「友達に認めてもらっている」と肯定的評
価をしている。

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% 94% 94% B
　ほとんどの児童がチャレンジ名人の目標に向かって努
力できたと肯定的評価をしている。友達の頑張る姿を見
て，互いに高め合うことができた。

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% 100% A

　児童全員が「自信に対する質問」について，肯定的評
価を行うことができた。学期末に表彰を行い，自信を持
たせることができた。水泳記録会を行い，個々の成果や
努力を認め合うことができた。

〇

・児童アンケートにおける「体育の授業に関す
る質問」の肯定的評価の割合
・年に２度の体力・運動能力調査（校内実施）
において前回の自己記録を４種目以上上回
る児童の割合

100%

80%

100%

100%

100%

125%

A

A

　児童全員が「体育の授業が好きか」という質問に対し
て「好き」「やや好き」と回答している。
　毎日マラソンについては，すべての児童が目標に向
かって努力できたと肯定的評価をしている。
　児童自身に自己の記録を意識させ，個に応じた課題
の克服のための運動に取り組ませた。そのことにより，
２年生以上の全児童が前回の自己記録を４種目以上上
回ることができた。「握力」「５０ｍ走」「ボール投げ」に課
題があった。

〇

・健康生活チャレンジウィークのうち「早寝」
「早起き」「朝ごはん」の達成度

80%

早寝
84.8%

早起き
70.5%

朝ごはん
100%

早寝
106%

早起き
88.2%

朝ごはん
125%

早寝
Ａ

早起き
Ｂ

朝ごはん

Ａ

　児童全員が毎日朝ごはんを食べることができた。栄養
指導後，３色バランスの取れた朝食を自分で用意する
姿も見られた。しかし，チャレンジウィークのうち「早寝」
「早起き」「朝ごはん」の項目の達成値について，「早寝」
84.8％，「朝ごはん」100％であったが，「早起き」の項目
については70.5％であり，80％を下回る結果となった。

〇

・保護者アンケートによる肯定的評価（％） 90% 100% 111% A

  計画に沿って各種だよりを発行することができた。（学
校だより100％・学級通信100％
木原小トピックス２０）
  今後も積極的・計画的な情報発信を行う。

・１９時までに退校，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97.6%
定時95.2%
アンケート

100%

19時97.6%
定時95.2%
アンケート

100%

B
B
A

  日課表の見直し，成績週間の設定を行うことにより，
日常的な業務や成績処理の時間を生み出し，時間外勤
務の削減を図ることができた。

〇

・「郷土を大切に思う」児童の肯定的評価
（％）

95% 100% 105% A

  児童のアンケート結果は肯定的な回答が100％であっ
た。イベント（太鼓踊り，海岸調査，地域自慢（オンライン
交流））などの活動を通して，児童の地域への愛着心を
高めることができた。

〇

・地域の方へのイベント等の開催　年３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%

100%（各学期
1回として，9
月末現在2回
実施のため）

　　　100%

100%

111%
A

  4月参観日は開催できなかったが，地域の方を対象と
した行事を計画・実施することができた。 （学期2回　体
育参観日　日曜参観日・救命講習）
  体育参観日におけるアンケート結果は肯定的な評価
が１００％であった。感染予防を図りながら行い学校の
教育活動を発信し，保護者の信頼を得ることができた。

〇

コメント

・全国学力調査の結果から，児
童の学力をしっかりとつけること
ができているといえる。今後も児
童の学力の定着を図っていって
ほしい。

・少人数の良さを活かして，個々
の課題にあった熱心な指導がで
きている。今後も個に応じた指導
を続けていってほしい。

・前期の達成度がBであった項目
について ，継続的な指導を通し
てAになるよう指導をしていって
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

学校関係者評価

・ようこそ先輩の機会を生かし
て，走り方や，ボール投げなど，
児童の体力を高めるために，地
域の方をゲストティチャーに招い
てもよいのではないか。（児童が
専門的な指導を受ける機会にな
ると考える。）

・ゲームやテレビの時間が就寝
時間を圧迫しているようであれ
ば，指導や声掛けが必要であ
る。

・地域の名所を遠足などで訪れ
る機会を設けることによって，地
域への愛着や体力を高めること
ができるのではないか。

・地域での児童の様子を見て，
挨拶がしっかりとできるように
なっていると感じられる。児童に
自信がついていることが良い影
響につながっているのではない
か。

・朝の児童の放送など，児童の
頑張っている様子が地域に具体
で発信されている。より良い姿を
目指し指導を続けていってほし
い。

・地域の人とのつながりを大切に
しようとする伝統ができている。

　今後も児童どうしが参観する機会を
設け，上級生の姿からさらに学ぶこと
ができるようにする。また上級生も，授
業を見せたり振り返りを行ったりするな
かで自身の学びの姿を見つめ直し，さ
らに自身を高めていけるようにさせる。
　学力改善計画に沿って，今後も取組
を実施していく。また，児童実態に応じ
て適切に見直しを図っていく。
　引き続き，検定テストや各種Ｗｅｂ問
題を活用していく。実施後には，「課題
と指導の手立て」を明確にし，共有す
ることで，組織的に学力向上を図る。
　自主学習は，ノートを用いるのかミラ
イシードなどのデジタル教材を用いる
のかを児童に示すことで一人一人が
主体的に取り組めるようにする。
　チャレンジ名人の取組については，
担任が引き続き児童に合った図書や
詩を勧め，目標達成に向けて児童が
意欲的に取り組めるようにする。

l  評価

　引き続き，「いいとこみつけ」を学校
教育活動と関連させて，計画的に実施
していく。また，声かけや，委員会での
「いいとこみつけ」活動の振り返り等を
行っていくことにより，良い所の価値づ
けを図っていく。さらに，学級や委員会
活動で良い所を見つけた児童に対す
る肯定的評価を行い，良い所の内容
の価値づけを行っていく。
　児童の発達段階に適したチャレンジ
名人の目標を用意する等，児童の実
態に応じた指導を行い，目標に向かっ
て努力する姿を認め，自信を持たせ
る。
　引き続き，チャレンジ名人や外部作
品応募挑戦等の取組を行い，成果を
表彰したり，お互いの成果や努力を認
め合う場を設定したりしていく。

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。

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｡

（　中間　）

評価計画

自らをきりひらく　たくましい児童を育てる
～自信を持ち，夢に向かって挑戦し続け，地域に貢献する子どもの育成～

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４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
合い，支え合い，高
まり合う豊かな心を
育成する。

〇確かな学力の向上を
図る。（知識及び技能，
思考力・判断力・表現
力，学びに向かう力・人
間性）

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

・寄贈されたピアノ等を生かした
地域の方による演奏会などを行
うことにより，今以上に，児童に
木原の良さが伝わるのではない
か。

・コロナで疎遠になりつつある地
域の方を招くなど，計画的に交
流の機会を作っていってほしい。

○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。

　カリキュラムマネジメントを行い，異
学年交流授業でベースボール型ゲー
ムを行う等の工夫をし，児童が運動に
親しみを持つことができるようにすると
ともに，体力・運動能力の向上を図る。
また，体育の授業や体育朝会等で，課
題のある項目を克服するための動きを
取り入れた運動を行ったり，子ども達
が楽しみながら体を動かせる運動が
紹介されているアクティブチャイルドプ
ログラムを活用したりすることによっ
て，運動に親しませ，運動の習慣を身
につけさせる。
　引き続き，栄養指導を行い，朝食を
含め「食」への関心を高めていく。計画
的にチャレンジウィークを実施し，事前
に「早寝」「早起き」の重要性について
指導を行ったり，保健だよりによって保
護者・児童に啓発したりしていく。ま
た，必要に応じ，家庭連携や，個別指
導を行う。

  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。
  衛生委員会で出し合ったことや日常
の連携の中で気付いたことを，組織的
な取組につなげ，業務改善を進める。
  見通しを持った業務を進めるよう声を
掛け合うとともに，定時退校の実施（毎
週水曜日を基本として）を継続して推
進する。
  感染状況を見ながら，地域の方を招
くイベント（ミニコンサートやミニとんど
など）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
護者の評価を受けて改善に活かす。

〇一校一貢献を推進す
る。

確
か
な
学
力
の
育
成

○「一校一貢献」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。

自ら学ぶ態度を育
て，確かな学力を
育成する。

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。
・学校だより等（月1回以上），学級通信（月
2回以上）の発行

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別紙様式１別紙様式１別紙様式１
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