
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

1人1回以上の還流研修又は実践講座を
実施する。

90% 13.0% 100% 111% A

　研修会等の参加後の還流研修につい
て，該当の全職員が研修報告を実施する
ことができた。
　公務の研修だけでなく，職員の特色を
生かせる研修を計画的に実施していく。 3

・研修したことを１つでも２つで
も授業実践に生かしていく，自分
の学級づくりに取り入れていくこ
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。今後も
しっかり研修し，力量を高めて
言ってほしい。

研修したことを学級に取り入れ，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，お互いが切磋琢磨
しあい，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。

・数学的な表現を使って，自
分の考えをノートに書かせ，
集団解決で考えを深める。

単元末テスト，学期末テストの正答率
80％以上の割合

80%

69.6%
(単元末)
71.6%
(学期末)

75.7%
(単元末)
74.0%
(学期末)

94% Ｂ

目標値には到達していないが，１学期よ
りも達成率が上がった。毎時間のノート
づくりとそれを生かした話し合い，チャ
レンジタイムや中央塾の継続した取組，
個々の実態に応じた個別支援の成果が出
ていると考える。更に児童一人一人に学
力をつけるために，教師は授業力を高
め，学習内容の定着を図る取組をする。

3

・児童一人一人の見取りと課題の
ある児童に対する取組を計画的・
継続的に行うとともに，日々の授
業の充実さらに工夫し，児童の学
力定着を図っていってほしい。

自力解決において自分の考えをノートに書くことは
定着してきたが，学習内容の定着と十分に整合して
いない。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。

・ノート評価表をもとに評価
し，ノート交流を行う。

ノート評価におけるＢ以上の児童の割
合

80% 70.4% 78.4% 98% Ｂ

目標値には到達していないが，全学年が７
０％以上の達成率で，１学期よりも達成率
が上がり，目標値に近づいた。毎時間，既
習事項を活用してノートに自分の考えを書
いたり，ノート交流やノート掲示をしたり
するなど，ノート指導の成果が出ている。
更に，数学的な表現を意識して使って考え
を書くなど内容の充実を図る取組をする。
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・指導者が目指すべきノートづく
りを共有し，発達段階に応じた
ノートの指導を行い，手本を掲示
することで，児童がどのような
ノート整理をすればよいのか具体
的に理解していると感じた。

ノート指導の積み重ねが成果として表れているの
で，ノート交流や良いノートの掲示等は継続してい
く。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
に使えるようにする。また，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。

１日２０人以上に自分から挨拶出来る
児童の割合

80% 56.1% 64.5% 81% B

・毎月の「生活ふり返り週間」における生活ふり返り
や，日々の学級指導を通して，挨拶の大切さについて繰
り返し話し合いや指導を行い，成果が出てきている。目
標値の８０％には達成できていないが，全体的には，児
童の意識も高まってきている。
・教職員や児童会・6年生の有志を中心とした朝の挨拶
運動の取組を一年間計画的に行い，少しずつではある
が，取組の成果が出てきている。数値はまだ十分と言え
ないため，取組を継続する。

3

・教職員が率先垂範することと児
童会や高学年を中心とした取組と
肯定的評価を行うことに加え，家
庭を巻き込んだ取組を進めていっ
てほしい。

・形式的に目標達成に向けて取り組むだけでなく，
挨拶はなぜ大切なのかを考えさせ，児童自身が挨拶
の大切さを実感できるようにする必要がある。
・児童や保護者から挨拶標語や作文を募り，家庭と
も一緒になって取り組めるよう工夫する。

①誰にでも
②自分から進んで
③大きな声で
挨拶する　の３つの目標が達成できる
児童の割合

80% 51.1% 65.2% 82% B

・①～③の３つの目標が達成できた児童の割合は，目標
の８０％を下回っているが，1学期末よりも数値が上
がってきている。
児童の自己評価は高いが，教師側から評価すると，声が
小さかったり，積極的に挨拶をしていなかったりするな
ど児童と教師との評価の差がある。
・挨拶はもちろん，日々の授業での発表や返事も，大き
な声で元気よくできるよう各学級で徹底して取り組んで
いく。
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・日々の生活の中で大きな声で発
表したり返事をさせることなど挨
拶以外でも意識をさせなければ成
果が上がらない。挨拶が大切さを
理解させ，肯定的評価を行いなが
ら取組を進めてほしい。

・目標を達成していくためには，教室での学習規
律，授業の始まりと終わりの号令，返事など挨拶以
外の場面での取組が必要である。また，児童の努力
を認め，肯定的に評価する場の設定を工夫してい
く。
・挨拶の心地よさを実感できるようにする。

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。

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上体
おこしの記録を向上させる。
・縄跳びを推奨し，楽しみな
がら体を動かす習慣を身に付
ける。

・月１回以上各学年に応じた
回数上体おこしを実施する。
（１・２年生１０回，３．４
年生１５回，５．６年生２０
回）
・年間を通じて短縄，長縄を
体育の時間や休憩時間に行
う。

d 目標達成のための方策

100%
なわとびの個人技に，毎月新しい技に
チャレンジした児童の割合

気持ちのよい挨拶ができる児
童の育成

・毎月「生活ふり返り週間」
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
指導を行う。

80% 49%

　　　　　　　　　　　　【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

A

B68% 85%健
や
か
な
体
の
育
成

111%63%

上体おこしの記録を６月・１１月・２
月にとり，全国平均レベル以上に達す
る児童の割合

【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

・児童一人一人の見取りを適切に
行い，目標を持たせるとともに，
達成感を味わわせることができる
よう引き続き取り組んでいってほ
しい。

毎月1回開催する不祥事防止委員会から
の提案，及び教育の原点の唱和

90%

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

・新年度よりグラウンドでの外遊びを奨励するとと
もに，体育の準備運動として遊具を使ってサーキッ
トを行い，筋力や持久力，瞬発力を高める運動に取
り組ませる。

　なわとびの個人技に挑戦した児童の割合
は，体育の時間に実施することで全学年に
おいて目標値を達成することが出来た。
　指定された技だけでなく，他の技にも取
り組むようにする。
　長縄はなわとび大会にむけて各学級ごと
に精力的に取り組んでいる。継続して取り
組む。

・来年度はグラウンドが完成し，
運動量を確保できる取組ができる
と思う。さらに充実した取組がで
き，児童一人一人のレベルが向上
するよう取り組んでいってほし
い。

3

ハ

　２学期まで，月に1回，学年部や養護
教諭，教務主任，教頭が担当して不祥事
防止に係る研修を行うことができた。
　教育の原点の内容を職員が周知して教
育活動に当たることができた。
　不祥事は０件であった。
　来年度も不祥事防止委員会を計画，実
施し，不祥事０の取組を推進していく。

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

・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。

f
目
標
値

A 3

g
達成
値

平成27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

・グラウンドを活用して，走の運動にも力を入れて
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。
・新体力テスト実施時には，得点表を掲示し，点数
化し，個人の目標を持たせて意欲を高める。

・職員が当事者意識を持って研修
を行うとともに，向島中央小学校
職員としての自覚を持って行動し
ている結果が出ている。今後も不
祥事０が続くよう行動してほし
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ち，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% 100% 100%

　目標値には到達していないが、1学期に比べ全
国平均レベルに到達する児童は増加した。
　学年ごとに見れば，全学年での平均値は全国平
均値を上回っている。個で見ると記録が大きく向
上している児童となかなか記録が上がらない児童
との差がある。
　家庭との連携を図り、家庭学習として継続して
取組，次の学年の全国平均値を目標にする。上体
おこし以外の運動も準備運動に入れていく。

3

様式1


