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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」

100% 100% 100% 100 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」「あなたは，授業
にやる気（意欲）を持って取り
組みましたか」

71% 92% 92% 129 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」

86% 86% 100% 100 A

コロナウイルス感染症対策のた
め，授業参観に行けなかったた
め，学校の様子が十分に分から
ない。

学校評価アンケート（子供）
「聞いている人を意識して発表
していますか」

71% 71% 83% 117 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% 86% 83% 83 B
自己評価は適正と思われ，継続
していただければと思う。

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% 100% 100% 100 A
日頃一緒に交流することがない
ため，分からない。

学校評価アンケート（子供）
「早寝早起きをしていますか」

71% 86% 67% 94 B
自己評価は適正と思われ，継続
していただければと思う。

学校評価アンケート（子供）
「家庭学習を行う習慣がついて
いますか」

71% 86% 83% 117 A 自主的に育っていると思う。

主体的に学ぼうと
する子供の育成

【主体的な学び】

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。

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」

71% 86% 100% 141 A
　全員が肯定的に回答をした。授業
者の取組が成果を上げたと考える。

【少人数指導】

個に寄り添い，ていねいに思い
を聞いたり，思いを伝えたりす
る場をつくる。

学校評価アンケート（子供）
「先生に心配なことや気になる
ことを相談できますか」

100% 86% 83% 83 B

【幼小中連携】

教職員や仲間（異学年集団）と
のふれあいを充実させる。

学校評価アンケート（子供）
「百島小・中学校で学んで良
かった」「今学期楽しい／安心
した学校生活を送ることができ
ましたか」

100% 83% 92% 92 B

【地域とともに歩む学校】

保護者や地域に対して積極的に
取組みや情報を伝える。

学校評価アンケート（地域・保
護者）「地域・保護者の願いに
応えた教育を進めている」「地
域を生かした特色ある教育活動
を行っている」「学校の教育・
指導に満足している」

90% 100% 98% 109 A

　地域・保護者の方の学校教育に対
する満足度は高い。学校教育への期
待を感じる。期待に応え，さらに満
足度を上げていきたい。

「満足感」「充実
感」が高まる学校
づくり

【働き方改革の推進】

業務改善の目的を共有し，組織
的・効率的・協働による学校運
営を推進する。

働き方改革アンケート（全職
員）「業務改善の目的を教職員
全員で共有している」「児童生
徒と向き合う時間が確保されて
いる」「充実感を得られてい
る」「頼みやすい雰囲気があ
る」

80% 94% 92% 115 A

　目標値は達成しており，満足感・
充実感は概ね高い。働き方改革は進
んでいる。

　今後も効率的・協働による学校運営を推
進し，充実感・満足感が高まり，安心して
働ける職場になるようにする。
　さらに，組織として機能を高められるよ
うに教職員一人一人が組織の一員であると
いう意識を高める。

　

　目標値100％を下回ったものの，教職員が丁
寧にかかわることを通して，多くの児童生徒が
学校生活に満足している。１０月から１２月に
かけて，コロナウイルスの感染が収まり，この
期間，学習発表会に向けて異学年交流を行った
り，幼稚園の行事に参加したりする活動を盛ん
に行うことができた。その活動を通して，ふれ
あいを充実させ，満足感を維持できたと考え
る。しかし，否定的に回答をした児童生徒がい
る。

「自己選択」
「自己決定」が
できる子供の育
成

愛される学校

「学校」に対する
満足感の向上

「資質能力」が
定着し，主体的
な「自己表現」
をする子供の育
成

個の実態に応じた
指導・支援の工夫
 

「資質能力」定着
のための授業づく
り

【個別最適な学び：カリキュラムマネ
ジメント（ＰＤＣＡとＯＯＤＡルー
プ）】

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，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

　目標値は達成しており，授業者は目の前
の子供の実態や状況を十分に把握して授業
準備を行い，授業方法や授業の流れを工夫
し，子供のつまずきを克服させるととも
に，子供にやる気と自信を持たせることが
できた。
　子供のアンケート（やる気）で，8％の
子供が否定的に回答している。様々な改善
方法で意欲が高まるように働きかける必要
がある。

自
己
確
立
を
図
る
「

百
島
教
育
」

へ
の
満
足
度
の
向
上

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

b 中期経営目標 e 評価指標
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【コミュニケーション力の育成：表現
の場の工夫（異学年交流・ＩＣＴの活
用等）】

自分の思いや考えを表現する場
を，工夫して授業の中に取り入
れる。

「自己理解」
「他者理解」の
できる子供の育
成
      ||
自己認識ができ
る子供の育成

「自分」や「相
手」を大切にする
意識の向上

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

a 　ミッション 少人数教育における個別最適な学びの実現
○創造的・組織的・効率的な学校運営の推進　　　○特別支援教育の視点を踏まえた，個への支援や授業改善の充実
○幼小中連携教育による学びの創造と実践　　　　○学校・保護者・地域の協働による学校づくり
○「充実感」「満足感」「意欲」を喚起する学校経営

【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

主体的な（自らが
意識した）生活習
慣の改善

【自己内対話】
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。

【自己肯定感・有用感（ピアサポー
ト）】

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。

　目標値は達成しており，子供のアンケー
トから，７月と比べると１月の肯定的評価
が上がっている。授業者が表現する場を意
図的・計画的に仕組み，個に応じた指導を
行った成果だと考える。
　少人数のクラスのため，授業において
「聞いている人を意識する」という場面を
設定する機会が少ないため，その17％の
子供が否定的に回答している。

　目標値は達成しており，まわりの
人の良いところは，全児童生徒が見
つけることができている。しかし，
自分の良いところを見つけることが
できていない子供は17％となり，
改善できていない。改善の方策を違
う視点で設定していく必要がある。

　「家庭学習」については目標値は達
成しているが，「早寝早起き」につい
ては目標値を下回った。週末に就寝時
間が崩れるなど，個別の生活課題を意
識させる必要がある。個の実態を把握
し，個別に指導・声かけをしながら，
意欲を高める必要がある。
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c 短期経営目標

k 二次評価

d 目標達成のための方策 j 結果と課題の説明
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自己評価は適正と思われ，継続
していただければと思う。

3

3

地域の歴史をよく学ばせ，特色
ある教育をし，成長後もこの地
域を思い出すことであろう。

百島の歴史，生活，人物等を調
べ「百島かるた」を作成し配布
する活動を通して，地域の良さ
を認識するとともに多くの地域
の人を励ますことができたので
はないか。

m 改善案l コメント

　資質・能力定着のための授業づくりのた
めに，意識調査及びテストから見とれる学
習の習熟状況とを考慮して，個に応じた意
欲を喚起する取組及び授業展開の工夫が必
要である。
　

　自己表現をする子供の育成のために，学
校の教育活動全体を通して，多様な表現方
法，例えば言語（言葉，文字），歌，絵，
踊り，文字等で表現する機会を意図的・計
画的に仕組んだり，異学年やＩＣＴの活用
をして他校との交流の場を仕組んだりす
る。
　交流の場に応じて，目的や聞き手に分か
りやすいようにどのように表現するか考え
させたりまとめさせたりする。

　友達や自分の良さに気づかせ，自信
を持たせて自己肯定感を高めさせる働
きかけをする。
　例えば，教職員が肯定的評価を行
い，集会やＨＲ・帰りの会等で良さを
認め伝え合う場の設定する。

　生活習慣の改善に向けて，課題に気付か
せ，改善に向けた行動を選んだり決めさせ
たりさせる場を作り，声かけや自分の姿を
客観的に気づかせる活動を行いながら実践
する意欲を高める。
　生活チェック週間の振り返りには，肯定
的評価と改善に向けた期待を伝え，長期休
業中の課題について家庭と連携しながらさ
らに改善しようとする意欲を高められるよ
うにする。
　個に応じた声かけや指導を，担任を中心
に全教職員が関わりながら行う。

　「ふるさと百島」をテーマに地域に発
信・貢献できるようなクリエイティブな活
動を仕組み，児童生徒に充実感及び満足感
を感じさせるようにする。
　全教職員，スクールカウンセラー,保護
者，地域の方々と連携をとりながら，個に
寄り添った支援を行う。
　保護者，地域の方の参加型行事である運
動会や学習発表会を行い，「百島の学
校」，「みんなの学校」として，百島の地
域をつなぎ，地域の方に愛される学校にな
れるように取組を推進していく。

様式1


