
尾道市立 向島中央小学校

改善計画

7月 1月

児童の学力向上に向けて取り
組む教職員の資質の向上（高
い志と実践力）

・教職員の還流研修又は，実
践講座の実施
・自主的な研修の場の設定

1人1回以上の還流研修又は実践講座の
実施
意見交流会の実施

90% 40.0% 61% C

夏期休業日・冬期休業日を使って，還流
研修又は実践講座の実施している。各職
員が研修等で学んだことを還元するため
に講座を開いたり，レポートで提案し職
能向上に努めている。

3

・それぞれの先生方のよさを出し
合い，研修を積み重ねていくこと
が児童の力を高めていくことにつ
ながっていくと思う。しっかり研
修し，力量を高めて言ってほし
い。

学びの変革に向け，研修したことを学級に取り入
れ，児童の主体的な学びとなるような授業を仕組
み，児童の学力を高めていかなくてはならない。ま
た，授業を成立させるための土台となる学習規律や
学級づくりを徹底していかなければならない。今後
も，良いところは取り入れ，修正すべきところは早
急に修正し，指導力を向上させていきたい。

自力解決・集団解決の質を高
める授業改善を進める。

・単元末テスト，学期末テストの正答
率８０％以上の児童の割合。
・Ex（エクストラ）テストの正答率６
０％の児童の割合。

80%

73.8%
(単元末)
75.6%
(学期末)
57.9%

(Ex)

92%
(単元
末)

95%
(学期
末)

72%
(Ex)

B

１・３年生で単元末テスト，１・６年生で
学期末テストの目標値を上回っている。全
校で問題解決型学習を行い，自力解決で既
習学習をもとに自分の考えをノートに書
き，それをもとにペア活動やグループ活動
など集団解決で深めている。これを継続す
るとともに，家庭学習を徹底し，チャレン
ジタイムや中央塾を活用して学習内容の定
着を図る必要がある。
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・日々の授業の充実と課題を持つ
児童への指導をさらに工夫し，児
童の学力定着を図っていってほし
い。

自分の考えと友達の考えの相違点を比べながら学び
合う学習を目指して取り組みを進めていかなくては
ならない。学習内容の定着を図るために，ノートの
記述内容や評価問題から児童一人一人の理解度を確
認し，家庭学習やチャレンジタイムでしっかり練習
するなど指導にいかす。また，テスト実施後にも理
解していない児童については，中央塾等で個別指導
を行って定着を図る。

ペア学習・グループ学習の充
実を図ることを通して，思考
力・表現力の育成を図る。

・教師が児童の活動の様子やノートの
記述を見取り，評価する。
・児童の算数アンケートで肯定的評価
の児童の割合。

80% 79.0% 99% A

目標値には到達していないが，概ね全学年で達成
率が高いのは，普段の授業等でペア活動やグルー
プ活動，発表などを行い，指導を積み重ねている
成果だと考える。２学期以降も，ペア・グループ
活動の中身を深めていくとともに，各学年で身に
つけるべき数学的表現（図や式，言葉，表，グラ
フなど）を丁寧に指導し，活用させる。継続して
ノート評価をして児童の意欲を喚起する。
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・各学年においてノートを評価
し，掲示していくことで，児童が
どのようなノートづくりをすれば
よいのか具体的に意識できている
と感じた。

ノート交流や良いノートの掲示等を行っていくこと
で，成果として表れている。ノートの記述内容に個
人差があるので，各学年に大切な数学的な表現を丁
寧に指導し，児童が確実に使えるように継続して取
り組んでいく。さらに，既習事項の活用に仕方や
ノート記述の中身の充実を図り，思考力・表現力の
さらなる向上を目指して取り組む。

だれにでも，20回以上進んで挨拶をす
る。

80% 62.6% 78% C

・「生活ふり返りカード」でふり返りを行ったり，「自
分から２０回以上あいさつ」を児童会の生活目標に設定
したりしたことで，あいさつに対する意識が高まってき
ている。しかし，結果を見ると目標には達していない。
さらに,地域の方からも，児童のあいさつが少ないとい
う声をいただいている。よって，学校内ではある程度あ
いさつができている児童も，学校外ではあいさつができ
ていないという課題が考えられ,２学期以降は，児童が
あいさつに自主的・意欲的に取り組めるようにする。
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・教職員の取り組みと児童会や高
学年を中心とした取り組みに加
え，家庭とも連携を図って取り組
みを進めていってほしい。

・あいさつはなぜ大切なのかを考えさせ，児童自身
があいさつの大切さを実感できるようにするととも
に，教職員や児童会，高学年が積極的にあいさつ運
動を展開し，よくあいさつができている児童に対し
て肯定的評価を与え，あいさつの輪を広げていく。

時間いっぱい無言掃除を行う。 80% 61.7% 77% C

・「生活ふり返りカード」でふり返りを行ったり，生活
委員会が掃除のしかたを啓発したりしたことにより,時
間いっぱい無言掃除を行おうという意識が高まってきて
いる。しかし，児童評価が６１．７％と低いことや，教
師評価が児童評価を上回っているという結果を見ると，
まだよい掃除のモデルが児童に十分に定着していないと
いう課題が考えられる。よって,２学期以降は掃除場所
ごとに児童会や教師の評価を行い，児童が積極的によい
モデルになるように取り組んでいく。
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・一人一人が意識をしなければ成
果が上がらない。掃除の仕方を細
やかに指導したり，肯定的評価を
与えたりしながら取り組んでほし
い。

・それぞれの掃除場所において，どのように掃除を
していくのかの手順を指導していく必要がある。ま
た，掃除場所を見回り，良いところを評価していく
ことで，定着を図っていきたい。

・グラウンド及び体育館を活用して，休憩時間に多
くの子供達が遊ぶことができるよう力を入れてい
く。
・学級単位で取り組む運動を設定し，学級対抗で競
い合う活動を委員会や児童会が中心となって開催す
る。
・体育科の授業において，活動する場面を多くつく
るよう授業を組み立てていく。

・向島中央小学校職員としての自
覚を持って，職務に専念し，今後
も行動してほしい。

・職員一人一人が組織の一員として，不祥事を絶対
に起こさないという決意をもつとともに，誰もが起
こしうるという認識のもと，当事者意識を持った研
修となるよう今後も取組を続けていく。

100% 100%

　１学期は，運動会の練習や水泳の学習
に体育科の学習の多くの時間を使った。
２学期には，体育科の学習の準備運動に
反復横跳びを取り入れて，目標の回数を
実施する。課題として全体のレベルを上
げていかなければならない。また，「反
復横跳びチャレンジ大会」（仮称）を開
催するなど意欲付けを行っていく。
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平成28年度　学校評価表　

a ミッション

自己評価 学校関係者評価評価計画

h
達
成
度

c 短期経営目標b 中期経営目標

学校教育目標 心豊かで　確かな力をもち　たくましく生きるこどもの育成

ハ

毎月開催する不祥事防止委員会後に各学
年ごとに内容を伝え徹底し,不祥事防止
に対する意識を高めることができた。

授業力向上を
目指した教育
研究の推進に
より学力向上
を図り，自ら
学ぶ力を育て
る

保護者・地域からの信頼を高
める取組と不祥事防止

f
目
標
値

A 3

・グラウンドや体育館での練習をを奨励するととも
に，体育の準備運動として行い，目標を達成できる
ように取り組ませていく。

　毎月１回なわとび週間をもうけ，各学
年で確実に取り組むようにした。２学期
からは，体育科の学習にも取り入れて，
実施する。例えば，校内でのなわとびエ
リアを確保し，普段から取り組めるよう
に環境を整備したり，過去の記録を提示
して目標を持って，取り組ませたりす
る。

・全員が参加することができるよ
うに，各学年で工夫して２学期か
ら取り組み，体力を高めていって
ほしい。

3

ａビジョン　     「生き方」「学び」「体力づくり」の基礎基本の徹底と融合地域に信頼され，期待される学校文化の創造

イ
m 改善案

ロ

g
達成
値

k 二次評価

j 結果と課題の説明
i

評
価

l コメント

【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。

高質な思いを
共有し，熱い
思いを教育に
ぶつけあう組
織の構築によ
り，学んで良
かったと思え
る学校づくり
をする

信
頼
さ
れ
る
学
校

豊
か
な
心
の
育
成

体を動かすこ
とが好きな児
童の育成

・少々のけがを恐れず外遊びを奨
励し，計画的・継続的な取り組み
となるよう意識して進めていって
ほしい。

・学期１回以上「反復横跳
び」の測定を実施する。
・年間を通じて短縄，長縄を
体育科の授業や休憩時間に行
う。

学年のなわとびの技の回数が上がった
児童の割合

　　　　　　　　　　　　【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

C

C66%健
や
か
な
体
の
育
成

67%

「反復横跳び」の記録を６月・１１
月・２月に測定し，全国平均レベル以
上に達する児童の割合

80%

気持ちのよい挨拶，掃除がで
きる児童の育成

52.4%

e 評価指標

基本的な生活
習慣の確立を
図り，自ら判
断し行動でき
る感性豊かな
子どもを育て
る。

80%

・毎月「生活ふり返り習慣」
を設け，全児童100％実施を
目指　す。
・月2回以上児童集会で挨
拶・掃除の指導を行う。

g
達成
値

毎月1回開催する不祥事防止委員会から
の提案
不祥事防止に係る年間計画に基づいた
校内研修の実施

・不祥事防止委員会からの月
1回の提案と研修の充実を図
る。

確
か
な
学
力
の
向
上

算数科の学習における思考
力・表現力の育成

・新体力テストにおける筋
力，持久力，瞬発力の記録を
向上させる。
・学級単位で取り組む運動を
推奨し，楽しみながら体を動
かす習慣を身に付ける。

d 目標達成のための方策

53.4%

100%

様式1


