
尾道市立三成小学校

改善計画

7月

低学年
９０％

87.5 97.2 B

中・高
学年

８５％
87.1% 103% A

進んで気持ちのよ
い挨拶をする児童
の育成

時と場に応じて進んで気持ちのよ
い挨拶をすることを習慣化させ
る。
・名前を付けて挨拶することの習
慣化

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％以上

80% 70.9% 89% B

・児童会の取組や朝の挨拶，学級指導に
よって気持ちのよい挨拶を奨励してきた。
このような取組によって，挨拶をする児童
は増えてきたと感じる。しかし，方策とし
て「名前を付けて挨拶することの習慣化」
を掲げていたため，達成値は低くなった。
名前を付けて挨拶することの難しさがあっ
たのではないかと分析した。
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・挨拶をする子が増えたのは，成果だと思う。名
前をつけて挨拶をするのはレベルが高すぎたよう
に思う。
・学校の行き帰りだけでなく，どこでも挨拶がで
きるようになれば良いと思う。
・学校へ行くと，児童の方から挨拶をしてくれる
ことが増えた。とても嬉しく思う。

・相手に気持ちを伝えるために，「名前を
付けて挨拶する」ことを変更し，「目を見
て挨拶する」ことを呼びかけ，名前を付け
て呼ぶことは縦割り班活動や日常の活動の
中で習慣化していくこととする。

責任をもって仕事
をやりきる児童の
育成

学期の目標，係活動についての振
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もた
せる。

「自分に与えられた役割を最後ま
でやりとげている」と肯定的に答
えた児童の割合８０％以上

80% 91.5% 114% A

・係活動や当番活動，自分で決めた目標を
最後までやり遂げることができたかどうか
を振り返らせた。多くの児童が達成できた
と回答しているので，継続して取り組ませ
たい。ただし，日常の活動では，最後まで
やり遂げることができていない様子が見ら
れる。掃除時間に集めたごみがそのまま
残っているなど，日常全体を振り返って十
分にできているかを確認させていく。
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・子供達が自分で設定した目標をやり遂げようと
意識して活動できているのは，とても素晴らしい
と思う。家庭でも，自分の役割を持ち取り組める
ようにさせたい。
・学校内の掃除だけでなく，通学路のゴミ拾いを
すると良いと思う。「ゴミを拾う人は，ゴミを捨
てない」という諺もある。
・「自分に与えられた役割」をより具体的にして
いくか，掃除に特化して取り組むとよいのではな
いか。

・児童の取組は継続して取り組ませる。日
常の生活の中で特に取り組んでほしいこと
を児童会や心つくり部で放送し，意識づけ
る。
・掃除を時間いっぱい行うため，掃除時間
中，曲を流して意識づける。曲が流れてい
る間は掃除を行い，曲が終わると片付けや
手洗いをすることとし，時間内の行動にメ
リハリをつけられるようにする。

健康な生活習
慣の定着

正しいはみがきの
仕方が定着してい
る児童の育成

はみがきタイムの徹底
・放送による実施の呼びかけ
・給食委員会の取組
・がんばりカードへの記録

○規則正しい（朝・昼・夜）はみ
がきの習慣が定着している児童の
割合８０％

80% 72.5% 91% B

　取組の達成値は７０％とおおむねの児童に歯
磨きの習慣が定着しつつある。しかし，30％
の児童は目標値に達成していない。主な原因の
一つに昼のはみがきをしていない児童が多いこ
とが分かった。成果としては，,取組として行っ
てきた放送での呼びかけや給食委員会のはみが
き指導の取組はとても効果的であった。加えて
歯科医と連携して保健便りのでの啓発も呼びか
けることができた。下半期も取組を継続してい
きたい。
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・親子歯みがきの実施が難しい家庭への配慮を考
えて欲しい。
・音読カードへの歯みがき回数の記入や，夏休み
の歯みがきカレンダー等，自分だけでなく先生や
保護者が確認すると思うと，以前よりは磨きへの
意識が上がってきていると思う。

　上半期の結果から，児童だけでは正しい
習慣が定着しにくいと感じた。そのため，
下半期には上半期の取組に加えて，「親子
はみがきDAY」を行い，保護者と共にはみ
がきをする日を設けることで，はみがきの
重要性を子供だけでなく，保護者にもアプ
ローチしていきたい。

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。定期的に服務研
修を行い，不祥事の未然防止を図
る。

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% 73.7% 92.1% B

　職員アンケート自分の職務に充実感を
持っている」の肯定的評価は７３．７％
で、目標に到達することができなかった。
原因としては、生徒指導や家庭との連携に
時間がかかり、時間外勤務が多くなってい
ることが考えられる。
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・職員の仕事で簡略化できる事は簡略化し，職員
へのゆとりを考えて欲しい。
・職員の充実感は，単に時間外勤務の多さだけで
はないと思う。子供達の成長を見ることや職員間
の信頼関係を構築することも考えて欲しい。

　働き方改革を進め、時間と心のゆとりを
生むために、職員全員で改めて働き方改革
の意図を再認識し、時間外勤務を削減す
る。
　また、職員が充実感を持つことができる
ようコロナ禍ではあるが行事等での達成感
や充実感が味わえるようできることを考え
て取り組む。

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% 96.4% 107% Ａ

　保護者アンケート「安心して子供を学校
に通わせている」の肯定的評価は９６．
４％で、目標値を達成することができた。
この要因は、学校での様子を迅速に電話で
連絡するなど丁寧な保護者対応ができたこ
とが考えられる。
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・家庭訪問や参観日，懇談会等の機会が減り，子
供の学校の様子が分かりにくい面もあるが，先生
方の丁寧な対応のおかげで，安心して通わせるこ
とができている。
・難しいと思うが，この項目の目標値は，限りな
く１００％に近づけて欲しい。

　信頼される学校作りを目指し、お便りや
HPを通して積極的に情報発信を行うととも
に、学校であった出来事等を迅速に連絡
し、丁寧な説明等で保護者と連携を図る。

　

・言葉（語彙）や時計学習の定着については，実
生活を通しての見直しが必要ではないか。
・授業の中で書く時間の確保が必要だと思う。
・学習の定着が難しい児童へは，個々の児童の課
題に視点をあてた取組も必要。
・１年生は，つい先日まで幼稚園や保育園だった
ので，よく頑張っていると思う。
・小学校では，ある程度できていると思っていて
も，中学校へ行くと難しくなる。基礎的な学力を
身につけさせて欲しい。
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主体的に学
び，自らの学
びを自覚する
児童の育成

基礎的学力の育成
ドリルタイム・NIEタイムを充実さ
せることで，国語・算数の基礎的
な学力の定着度を伸ばす。

国語・算数の単元末テストの通過
率

80%

・１年生は１学期の段階では，難し
かった。
・振り返りの書き方が分からない児童
が一定数いる。
・授業において，視点や課題意識が十
分に持たせられなかった場合は，児童
にとっても振り返りを書くことが難し
かった。
・単元全体についての振り返りについ
て書く場面で，表面的な振り返りしか
書けていない児童がいた。
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・指導者側の課題が明らかにされとても良いが，
更に具体的な手立てが見えてくれば良いと思う。
・家庭でもよくSDGｓの話をしている。身近なこ
ととして感じ考えていると思う。
・振り返りについては，毎回同じようなことを書
いているので，何をどのように書けば良いのか分
かっていないように思う。

77.2%

b 中期経営目標 c 短期経営目標 m 改善案l コメント

自らの学びを自覚
する児童の育成

学期に１回以上SDGsの視点を取
り入れた単元づくりを行い，児童
が自らの学びを行動に生かす態度
を養う。

ふり返り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％

96%

・児童が課題意識を持って単元を学習する
ために，課題提示の仕方を工夫する。ま
た，児童と単元の始めに見通しを持つ場面
で話し合った流れを掲示しておき，毎時間
振り返りに活用するなど，児童が今どの段
階にいるのか示す手立てとする。
・よく書けている振り返りの文章をモデル
にすることや，教室に掲示している振り返
りの視点を活用すなどして，具体的に指導
していく。

B

j 結果と課題の説明
i

評
価

小中連携を核とした確かな学力定着の取組の継続と発展 a 　ビジョン 人として育ち　育てる学校　～　そだてる心　と　きたえる力　～

ハ
e 評価指標

k 二次評価

d 目標達成のための方策

未来に向かい　自ら学び　行動する　三成っ子の育成　　～未来を拓く基盤（根っこ）をつくる～

【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

目的意識をも
ち，自己決定
できる児童の
育成

・国語科においては，漢字はある程度定着して
きたが，言葉についての問題には課題があっ
た。また，授業において読む活動は多く行って
きているが，読んだことから自分の考えを書く
活動を行っていないため，授業では分かってい
てもテストで点が取れないということがあっ
た。
・算数科においては，基本的な計算力はついて
きたが，単元によって，定着率には大きな差が
あった。時計などは，配当時間だけでの定着が
難しかった。
・文章問題については，題意を理解せずに解答
する児童が多い。

・言葉を正確に理解するために，NIEタイム
で辞書を引いて語彙を増やす時間を確保す
る。
・算数の文章問題や，国語の読解問題の練
習量を確保するために，家庭学習で計画的
に練習をさせる。
・定着の低かった単元は，帯タイムを活用
して定着を図る。

令和３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
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値

g
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値

a 　ミッション

様式1


