
尾道市立百島小・中学校

改善計画

7月 1月

研究アンケート（職員：授
業者）「個の実態に応じた
工夫を行っている」

78%
(7/9)

100% 100% 128 A

学校評価アンケート（子
供）「学校の授業は分かり
やすいと思いますか」

75%
(6/8)

100% 100% 133 A

学びの変革アンケート（子
供）「授業では自分の考え
を積極的に伝えています」

100%
(8/8)

88% 86% 86 B

学校評価アンケート（子供
５年生以上）「聞いている
人を意識して発表していま
すか」

60%
(3/5)

60% 100% 100 A

学校評価アンケート（子
供）「自分の良いところを
見つけることができていま
すか」

100%
(8/8)

75% 71% 71 C

学校評価アンケート（子
供）「友達の良いところを
見つけることができていま
すか」

100%
(8/8)

88% 100% 100 A

主体的な（自らが意識し
た）生活習慣の改善

自分の生活課題を意識させ，
改善に向けた行動を選んだ
り，決めたりさせる場をつく
り，実践させる。

学校評価アンケート（子
供）「早寝早起きをしてい
ますか」

５０%
(4/8)

75% 57% 76 C

保護者の協力により，生活習慣の改善
は図られてきている。「自分はどうす
べきか」「どうすればよいか」と考え
させたり選ばせたりして，自己選択・
自己決定を意識して，全職員が共通し
た指導を続ける。

3

学校では具体的に生活習慣に関わる目
標を設定させ，家庭とも連携しながら
本人が自覚して改善に努めるよう指導
する。

研究アンケート（子供）
「授業では自分の課題に積
極的に取り組みました」

75%
(6/8)

75% 100% 133 A

研究アンケート（職員：授
業者）「授業では，自分ご
ととして課題に取り組む工
夫を取り入れている」

78%
(7/9)

89% 128% 114 A

愛される学校
満足感・充実感・意欲が
高まる学校づくり

創造的・組織的・効率的な学
校運営を推進する。

学校評価アンケート（子
供・保護者・地域）

90%

子供
91%
保・地
94%

子供
93%
保・地
100%

子供
103

保・地
111

A

保護者・地域の願いを把握し，地域や
本校の状況を踏まえ，期待に応えられ
る特色ある教育活動を創り上げていき
たい。子供の不安については，個別の
状態を把握し，その子に応じてていね
いに対応していきたい。

3

一人一人が自分の将来に展望を
持ち，目標を設定し，地道に取
り組んでいくことのできる教育
活動を進める。
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「自己理解」
「他者理解」
（「自己認
識」）のできる
子供の育成

「基礎学力」
「資質能力」が
定着し，主体的
な「自己表現」
をする子供の育
成

個のつまずきや個の状況に応
じた，その場その場での最適
な子供へのかかわりを意識し
て柔軟な授業づくりを行い，
つまずきを克服させ，子供に
自信を持たせる。

自分の思いや考えを様々
な方法で積極的に伝える
子供の育成

「自分」や「相手」を大
切にする意識の向上

個の実態に応じた指導の
工夫
       　　 ||
「基礎学力」「資質能
力」定着のための授業づ
くり

自分や相手の良さに気づき，
お互いを認める場を設定す
る。

令和２年度　学校評価表（百島小中学校）

学校教育目標

自己評価 学校関係者評価評価計画

a 　ミッション

ふるさとを礎に，たくましくしなやかに生きる子供の育成

少人数指導における個別最適な学びの実現 a 　ビジョン

○自己確立が図られる学校
○「充実感」「満足感」「意欲」が高められる学校
○学校・保護者・地域が協働し，幼・小・中が連携した学びを創造する学校
○個への支援やかかわりが充実した学校

【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

「自己選択」
「自己決定」が
できる子供の育
成

主体的に学ぼうとする子
供の育成

知識・技能を活用し，子供が
自分ごととして課題に関わる
ことができるよう，場や活動
内容を工夫する。

本年度は授業研究で授業を検証する
ことが弱かった。児童の課題を解決
しようとする意欲は高いので，子供
の思考の流れを踏まえた「課題発
見・解決学習」となるよう，単元構
成の工夫をさらに進めていく必要が
ある。

個別指導での学力向上が図れない
と，大勢の人数の授業についていけ
るのか心配なところもあります。児
童自身が分からないところを自分で
頑張るとか，先生に聞くとか，もう
少し積極性があって欲しいと願いま
す。

少人数であるからこそ，ディスカッ
ションの力を付けることが大切だと
思いいます。発表できる体験の場を
確保していけるようになるといいで
すね。

早寝早起き等のアンケート結果か
ら，生活習慣が少し気になります。

ひとりひとりの個性をもっと伸ばし
て，できる限りいろいろな体験をさ
せていただきたいと思います。

中学校の生徒が毎日登校してきてい
るし，学校での様子をみていても，
コミュニケーションがとれていて，
安心して学校に通って来ていること
が分かります。

幼・小・中一緒の行事はとても良い
ことだと思います。今後も継続して
いただきたいと思います。

今年はコロナ禍で学校行事などが縮
小し，教師・児童・生徒と会う機会
もなかったので，評価判断が難しい
状況でした。評価委員会の説明に
て，教師の苦労や努力が伝わりまし
た。児童生徒に対して一生懸命に接
している姿がみえました。
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3
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m 改善案l コメントc 短期経営目標

k 二次評価

d 目標達成のための方策
ロ

b 中期経営目標
イ ハ

e 評価指標 g
達成
値

自分の思いや考えを表現する
場を工夫する。

j 結果と課題の説明
i

評
価

f
目
標
値

g
達成
値

h
達
成
度

授業者・子供とも授業に対する意識
や満足度は高い。日常の授業で身に
つけた力が，学力調査の結果に反映
していないことについて分析し，克
服するための計画と実践が必要であ
る。その場に応じた臨機応変な工夫
を行う授業者の力量を磨く授業研究
を活性化させていきたい。

普段の授業では，積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする姿が見ら
れるが，幼小中連携やゲストティー
チャーとの授業等の場では，萎縮し
て自分の考えを表現しにくくなる傾
向がある。普段と違う場でも力が発
揮できるよう，ＩＣＴ等を活用する
ことを通して，多様な人と関わる機
会を設定するなどの工夫を行う必要
がある。

個人の学力調査の結果を分析
し，得意分野とともに，克服し
たい苦手な部分を明確にして，
まずは，苦手な部分から重点的
に取り組む。個人のつまずき易
いところを予想し準備をしてお
くことで支援を行いやすくす
る。

異学年交流を積極的にする。相手意識
を明確に持たせ，自分の考えを伝える
ために必要な表現方法を習得させる。
また，録画等を利用し，自分の発表の
様子（声量・抑揚・わかりやすさ）を
客観的に捉えさせて，改善点を見つけ
られるよう指導する。ICTを活用する
機会を積極的に設ける。

新型ウィルス感染症対策との兼
ね合いを考えながら，できる形
で発表の場（大きな行事が難し
い場合は表現集会や合同授業な
ど）を設定するよう工夫する。
他学年がいる場で表現すること
で,より広い視点での肯定的評価
が得られるようにする。

子どもの課題に沿った授業研究
を行い，一人学級の特性を生か
し，主体的に課題を発見し解決
する学習を丁寧に進める。

児童間での相互評価（いいことみつ
け）を継続しているが，周りの評価に
納得できていなかったり，過小評価し
たりする傾向が見られる。新型コロナ
ウィルス感染症対策で各行事が中止・
縮小となり，地域や保護者の方々に自
分の頑張りを評価してもらえる場面が
少なく，自信の裏付けが得られない状
況がある。
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