
a 　ビジョン

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 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% 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 A

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% 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% 86% 86 B

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 A

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% 121 A
・早寝・早起きなどは保護者の
協力が大切だと思います。

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% 121 A

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% 121 A

　課題を発見し解決していこうとす
る意欲の高さが表われている。課題
への取り組みの「質」を考えさせる
段階である。

【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% 86 B

・サインを見逃さないのも大切
だけど，自分から主張できる子
にも育てて欲しいです。

【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% 83 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% 111 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% 117 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
みつつある。

　今後も職場の前向きな空気を継続させ，安心して働ける
職場づくりを進めていく。業務改善の目的共有のための取
り組みを充実させるとともに，意欲と満足感をさらに高め
ていけるよう意見を出し合いながら取り組みを進める。
　教材の共有化やデータの整理など，具体的な取り組みを
通して，仕事の効率化を図る。

　

m 改善案l コメント

　個の実態を丁寧に見取り，個に応じた工夫を継続してい
く。必然性や興味がわくような単元導入の工夫をするとと
もに，復習や発展的な学習内容に挑戦させるなどの柔軟な
カリキュラムマネジメントを行い，自主的な活動を増や
す。児童生徒の自己表現の変容を見取り，工夫が適切であ
るかという検証を行う。意欲を喚起する工夫が行えるよ
う，指導者同士で情報交換等を積極的に行い，教職員の力
量を磨いていく。
　指導者が発表集会や異学年交流の場を設けるなど，意図
的・積極的に他者に伝える場を設定する。コミュニケー
ションに対する苦手意識のある子供に対して，どのような
手立てをすれば良いかということについて，効果的な方法
を教職員間で協議すること等を通して探り，継続・一貫し
た指導を続ける。
　ＩＣＴ等を活用して自己内対話を多くさせ，自分の発表
を確認し修正力を高めて表現力を高める。
　教職員以外の対人対話は普段は多くの回数を望めないた
め，他校の子供との交流や情報発信を通して経験を積ま
せ，自信を持たせる。

　教職員が機を捉えて，その都度良い言動を伝えたり
良さを認めたりする。子供同士も，集会やＨＲ・帰り
の会などを活用して，良さを認め伝え合う場を設定
し，掲示をするなどして意識付けを行う。

　早寝早起きの良さを考えさせたり，継続的に生活リズム
チェックを行わせたり，ほけんだよりで保護者への協力を
得られるような発信をしたり具体的な場や方法を活用する
ことを通して，個別に自らの生活課題を意識させる。「ど
うしたいか」「どうすればよいか」を語り合い，行動を選
ばせたり考えさせたりするなどの丁寧できめ細やかな指導
を行う。
　教師主導だけでなく，場面によっては時間を十分に取
り，子供が自分で主体的に調べる学習活動を大切にしてい
く。
　課題の吟味や解決のための道筋について，より深い探求
となっているか，レベルを考えさせる。

　一人一人の子供の様子に気を配り，ＳＯＳを見逃さ
ず，気持ちに寄り添いながら話を聞き，悩みを共有す
るようにする。また，子供自身が自分から主張できる
ように，日頃から相談しやすいような人間関係を構築
するとともに，伝える力を育成する。
　学級担任だけが抱え込むのではなく，それぞれの立
場でアプローチするという姿勢で，互いに連携を取り
ながら，全教職員で関わっていく体制をつくる。ス
クールカウンセラーとの面談を通して連携したり，
「こども支援委員会」を活用したりして，さまざまな
側面から子供への関わりを深める。
　日々の様子を保護者に伝えたり，学校だよりやＨＰ
を活用したりして，保護者や地域との連携を深める。
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・誠意をもって行動を継続して
ください。
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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
i
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値
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値

h
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【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。

　指導者はＩＣＴの活用や授業の流れ
などを意識して，コミュニケーション
の場を工夫してきたことにより，児童
生徒は自分の思いや考えを様々な方法
で伝えられるようになってきており，
成果が実感できるようになってきた。
　コミュニケーションに苦手意識のあ
る子供に対して，個別の具体的な働き
かけが必要である。

　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。自分の良いところを見つけるこ
とができていない子供には，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が必要であ
る。

　目標値は達成しており，基本的な生
活習慣は身についてきているが，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。「どう
したいか」「どうすればよいか」を意
識させ，行動を選ばせるなどの取り組
みの継続が必要である。

1

3

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

自
己
確
立
を
図
る
「

百
島
教
育
」
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足
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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
ハ

g
達成
値

【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

　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。気になる子供に対し
て，発しているサインを見逃さない
などのきめ細やかな取り組みが求め
られる。

「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

1

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

　授業者は目の前の子供の実態や状況
に応じて授業の準備を行い，授業方法
や授業の流れを工夫している。適切な
工夫により授業に対する満足度は高
い。
　全ての子供がやる気を持って取り組
むために，個別に意欲を喚起していく
必要がある。個に応じた工夫がより適
切なものとなるよう，これまでの取り
組みを継続させる。

様式1


