
尾道市立三成小学校

改善計画

7月 1月

自らの学びを自覚する児童の
育成

話型を用いて自分の考えを分かりやすく
話させ，学びを自覚させるような学習の
振り返りをさせる。

児童アンケート「授業で
は，自分の考えとその理由
を明らかにして，相手にわ
かりやすく伝わるような発
表の工夫をしている。」
「学習の振り返りをすると
きには，『どこまで分かっ
たか』，『学習の方法でう
まくいったことや失敗した
ことなどの理由』を考えて
いる」について肯定的評価
をした児童の割合

75% 76.1% 101.4% A

　全体的には達成することができた。
相手意識をもって発表する項目につい
ては，肯定的評価が８０％以上のクラ
スが半数であった。一方で，肯定的評
価が６０％以下の学級もあった。振り
返りの項目についても学級によってば
らつきがあった。振り返りの書かせ方
が，学年や教科，内容によってことな
るため，画一的な指導ができない難し
さがあるという意見があった。
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・自分の考えを，相手に伝わるように話す
ことは，とても大切です。低学年から取り
組むことは，大変素晴らしい。
・自分の学びについて振り返りを行うこと
で，主体的な学びにつながるでしょう。

　相手意識をもって発表する項目に対して
は，発表するときに意識することを一層明
確化する。具体的には，低学年は結論とそ
の理由，中学年は友達の意見と比較した相
違点，高学年は事実・意見・感想などの関
係を述べるようにする。
　振り返りについては，何を書けばよいの
か分からない児童に対して，「分かったこ
と」「考えたこと」などの５つの視点を示
し，高学年に向けてより深い振り返りが書
けるようにする。

低学年
90％

低学年
84.4％

0.72

中高学年
85％

中高学
年

87.3％
1.03

気持ちのよい挨拶をする児童
の育成

「いつでも・どこでも・だれにでも」気
持ちのよい挨拶をすることを習慣化させ
る。
（４月～７月）自分からたくさんの人に
挨拶をする。
（９月～1月）自分から大きな声で笑顔
で挨拶をする。

気持ちのよい挨拶について
の児童アンケートにおい
て，肯定的に答えた児童の
割合

80% 67.7% 84.6% B

自分からたくさんの人に挨拶をすることに取組ん
だ。「たくさんの人」として，１日１０人を目標に
掲げたが，十分ではなかった。４月当初，児童集会
で呼びかけたが，臨時休業を挟んだ６月以降，全体
で推進していく取組は行えなかった。各クラスでの
指導が中心となり，積極的に挨拶ができる児童とそ
うでない児童の差が大きくなってしまったことが課
題である。また，挨拶をしている児童であっても，
目を見て，気持ちのよい挨拶ができている児童は少
なく，改善が必要である。

3

・挨拶のできない子供は，その家族の挨拶ができ
ていないように思います。まずは，家庭の中で挨
拶をすることを教えてほしい。
・挨拶は，社会へ出たときにとても大切です。相
手の顔を見て挨拶をすることで，人間関係を形成
していきます。挨拶の大切さを教えてほしい。
・きちんと顔を見て，自然に挨拶できるようにな
るといいですね。

前期の課題であった「気持ちのよい挨拶」のできる児
童を育成していくにあたって，方策を改める。「自分
から相手の目を見て挨拶をする」ことを通して，目標
を達成させていきたい。達成のために，集会活動を利
用しての全体への呼びかけは困難であると予想される
ため，個別での呼びかけを増やしていく。各クラスで
の指導と併せて，担当教諭や児童会執行部が放送で促
したり，見本となる児童の紹介をしたりするなどし
て，気持ちのよい挨拶が全体へ広がるようにしていき
たい。

最後までやりきる児童の育成

学期の目標，係活動について「できたこ
と」「うまくいかなかったこと」「来月
に向けての目標」の振り返りを毎月行
い，自分に与えられた役割や自分で決め
たことを最後までやりきるという意識を
持たせる。

児童アンケート「難しい問
題でもどのような答えにな
るか粘り強く考えている」
「自分に与えられた役割を
最後までやりとげている」
「自分の決めためあてを守
ることができた」と肯定的
に答えた児童の割合

80% 89.0% 111.2% A

学校の課題として「何事にも粘り強く取り
組む」児童を育成したいと考え，取り組ん
できた。自分なりの目標を学期初めに決め
たことでそれぞれが目標に向かって取り組
むことができた。「学習面」，「係活
動」，「自分の決めためあて」の３観点に
おいて取り組み，どの項目についても達成
できた。ただし，達成値は８９％であり，
どの児童も達成できたわけではないので，
引き続き継続した指導が必要である。他の
アンケート「アセス」では，学習の支援を
求めている児童が多く存在するという結果
も出ており，個別に支援していく必要があ
る。
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・自分の目標やしなければならないことに対し
て，粘り強く取り組む力は，ぜひつけてもらいた
い。最後までやりきる力は，自分の目標や夢に向
かって頑張りる力になるでしょう。夢に向かって
努力する人に育てて欲しい。
・子供の得意なことを見つけて，それを伸ばして
あげられるように家庭や学校で育てて欲しい。

自ら目標を立て，課題を持って取り組み，毎月
活動を振り返る取組は引き続き継続して行う。
さらに多くの児童が達成できるようにするため
に，「できたこと・うまくいかなかったこ
と」，「来月の目標」という記述項目を丁寧に
見取り，個別に評価していく。そのことで，自
己肯定感を高め，次にチャレンジする気持ちを
高めていきたい。また，学習面での支援が必要
な児童については，家庭教育支援アドバイザー
や専門機関との連携を深め，効果的な関わりが
できるように進めていく。

進んで体力を高
める児童の育成

握力の向上を目指す児童の育
成

タオルチャレンジ実施の徹底
・放送による実施の呼びかけ
・正しい実施方法の指導・呼びかけ

4月に行う握力の計測時か
らの数値が向上した児童の
割合

90% 99.5% 110.6% A

 ７月に行う予定であった握力測定については，
新型コロナウイルス感染症によって計測ができ
なかった。次回１月の計測では,感染症への対策
も徹底しながら計画的に計測していきたい。ま
た,日々の取組の「一人タオルチャレンジ」につ
いては，週に３回体育委員会の児童が放送をし
て正しく計画的な実施を促した。しかし，職員
によって実施への意識のばらつきがあり，各学
級の児童への声かけが足りなかったり，児童自
身の握力の向上への意識が育たなかったりする
実態があった。
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・コロナ禍の中でしっかりと体を使った遊びがで
きず，子供達の体力の低下が心配である。握力だ
けでなく，体全体の体力をつける必要がある。
・タオルチャレンジの取組はいいと思います。握
る運動を楽しみながらして欲しい。

　児童一人一人の意識を変えていく
ために，２学期からは，体育委員会
が放送するのではなく，各教室に出
向き運営，声かけを行うようにして
いく。また，遊具を使った実施方法
を紹介し，さらなる握力向上を図っ
ていく。

不祥事０を目指す
「働き方改革」を進め，時間と心のゆと
りを生む。定期的にヒヤリハット事案の
交流を行う。

職員アンケート「自分の職
務に充実感を持っている」
の肯定的評価の割合

80% 68.4% 85.5% B

　職員アンケートの結果では，８０％の目標値
に対して，６８．４％の達成値だった。この要
因は，今年度，新型コロナウイルス感染拡大予
防対策として２ヶ月間臨時休業になり，これま
で行ってきた行事等が実施できなかったり，放
課後の清掃・消毒作業など今までなかった業務
が増えたりしたために，達成感や充実感を持つ
ことが難しく不安感や疲労感が増したためと考
えられる。
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・職員のモチベーションが気になる。コロナ禍の
中で仕方がないと思うが，少しずつ達成感を味わ
うことができる取組をして欲しい。
・職員同士，悩みや不安を出し合える人間関係を
作りましょう。

　職員のモチベーションを上げ，自分の職務に充実感
を持たせるために，積極的に新しいアイデアや取組に
ついて意見を聞く体制を整える。そして，学校にとっ
て有意義であることは，積極的に実施する。現段階で
は，各学年で学習発表会の代わりにミニ発表会を実施
することを検討している。子供達の充実感や達成感を
持たせると同時に，学級作りに生かすことで担任の充
実感や達成感を持たせることができると考える。

学校と保護者との相互理解を
深める

職員による情報発信を行い，保護者の学
校満足度を高める。

保護者アンケート「安心し
て子供を学校に通わせてい
る」の肯定的評価の割合

90% 94% 104.4% A

　保護者アンケートの結果では，９０％の目標
値に対して，９４％の達成値だった。保護者の
意見としては，「新型コロナウイルス感染症対
策について学校がしっかり考えている。」とい
う意見が多かった。しかし反面，学校への思い
として，「コロナ禍の中で，運動会や参観日が
中止となり，学校の様子があまり分からな
い。」という意見があった。
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・保護者のアンケートは，正直な気持ちを書かれ
ていると思うので，しっかりと受け止めましょ
う。
・コロナ禍の中で，先生方が頑張っておられるこ
とが伝わっています。

　コロナ禍の中で，保護者の方もいろいろな思いを
持っておられることがわかった。学校の様子が分から
ないという意見が多数あったので，通信やHP等で積
極的に発信することや，新しい生活様式を取り入れな
がら参観日等で学校へ足を運んでもらう場を設定して
いく。

　

　国語科の教科書の巻末には漢字や言葉が
まとめられているため，分からない言葉を
低学年から調べる習慣を身に付けさせる。
中学年以降はそれに加え，国語辞典や漢和
辞典を国語科以外の教科でも活用する態度
を育てていく。また，慣用句やことわざな
ど，児童にとってなじみのない言葉の習得
には時間がかかるため，日直の仕事の中に
自分の好きなことわざを書く仕事を取り入
れるなど，各学級に応じて取り立てて指導
を行っていく。

B

　低学年においては，目標を達成
することができなかった。高学年
は，目標が達成できた。国語の単
元末テストのうち，内容の読み取
りについてはどの学級も９０点以
上であったが，漢字や言葉などの
知識・技能面での課題が見られ
た。
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・国語力は，全ての教科の理解に通じるので，国
語科の学習を大切にしてほしい。
・三成小学校の学力を上げていくために，学力テ
ストの結果を1年毎に比較するのではなくロング
ランで見ていく必要がある。
・授業以外の日常生活の中で人との交流を大切に
し，会話をすることによって言葉の獲得，本や新
聞への興味につなげられると思う。

b 中期経営目標

自分の課題や現
状を認識し，進
んで知識や情報
を得て，粘り強
く学びに向かう
児童の育成

c 短期経営目標
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m 改善案l コメント

進んで知識や情報を得ようと
する児童の育成

読書や新聞に親しむことで学びの土台を
つくり，確かな学力の基盤となる国語の
定着度を伸ばす。

国語の単元末テストの通過
率

87.4%

小中連携を核とした確かな学力定着の取組の深化と発信 a 　ビジョン 「学んでよし　働いてよし　通わせてよし」三方よしの学校

ハ
e 評価指標

k 二次評価

d 目標達成のための方策

【外部評価】　イ：自己評価は適正である。ロ：自己評価は適正で
ない。　ハ：わからない。

　　　　　　　　　　　　【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

h
達
成
度

イ ロ

子供を安心して
通わせることが
できる学校作り

g
達成
値

何事にも粘り強
く取り組む児童
の育成

j 結果と課題の説明
i

評
価

令和２年度　学校評価表　

学校教育目標

自己評価 学校関係者評価評価計画

f
目
標
値

g
達成
値

a 　ミッション

夢チャレンジ　　　～かしこく　やさしく　たくましく～

様式1


