
尾道市立山波小学校

改善計画

7月 1月

授業のユニバーサルデザ
イン化を図り,総合的な学
力をつける。

単元末テストの平
均点
予想平均点以上

85% 75% 86% 101% A

ほとんどの学年で平均点が８割
を上回ることができた。また，
標準学力調査においても，全て
の学年で全国平均を上回ること
ができている。「わかる」「で
きる」「つながる」授業を目指
し，目指す姿を明確にした授業
づくりを行ってきたことが，確
実な学力の定着につながった。

◯

・明確な取り組みの成果が数字にも表れ，
素晴らしいことだと思います。是非,継続し
ていってください。
・各学年の学力向上のために「わかる」
「できる」「つながる」授業を目指した結
果での成果が出ています。また，ユニバー
サルデザイン化を図り，一人一人が持って
いる力を存分に発揮できているのではない
でしょうか。今後も継続した取り組みを期
待しています。

学力調査において，教科全体で
は全国平均を上回ることができ
たが，活用において課題のある
学年もある。また，領域によっ
ては全国平均を下回っているも
のもある。学級ごとに課題を分
析し，日々の授業改善へつなげ
ていく。

ふりかえりを通して，自
己の変容を実感させる授
業づくりを行う。

児童アンケート
肯定的回答

80% 77% 82% 102% A

各学年の段階に応じて，振り返
りの視点や話型を示し，ふり返
りを書くことを習慣づけた。単
元を通してどの場面でふり返ら
せるか意図的に仕組んだこと
や，必要に応じてふり返りのモ
デルや視点を示したことが，振
り返りの内容の深まりにつな
がった。児童が自らの変化をふ
りかえり，自らの学びを実感す
ることができたことが，主体的
な学びにつながってきている。

◯

・前回の評価から具体的な取り組みなどを
追加させ,見事なA評価になっています。授
業に限らず行事にも更に力を入れていって
ください。
・児童の思考や表現を深める学び方の指導
を児童自身が理解し,自らが進んでチャレン
ジする身構えができてきて，学習意欲に繋
がっていると思います。各学年の各学期ご
との達成度のアップ等の結果を見ても向上
しつつあります。今後も更なる改善を行い,
児童が自ら考え学べる育成に取り組んでく
ださい。

本時の学習を既習事項と結びつ
けて考えたり，振り返りをする
中で新たな学びへ結びつけて考
えたりすることはできてきた。
しかし,その振り返りを次の授業
に生かしていくことは学校全体
の取組としてまで広がっていな
い。振り返りの内容を価値付
け，授業の課題設定や問題解決
の場面に使うことで，より児童
の主体性につなげていく。

豊
か
な
心
の
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自ら考えて
行動できる
「考動力」
の向上を図
る。

主体性の育成

ふりかえりを通して，自
らの行動に責任を持たせ
る。
（進んであいさつ，
シューズ・スリッパをそ
ろえる等に取り組ませ
る。）

児童自己評価（４
段階３評価以上の
割合）
・ふり返りを月に
１回行う。

80% 83% 101% 104% A

今年度は，主体性を育むために「自
ら進んで伝わるあいさつをする」，
「シューズやトイレのスリッパをそ
ろえる」，「時間を守り，授業やそ
うじに遅れない」という項目を示し
ながら取組を行った。中でも，課題
が大きいものは「あいさつ」につい
てである。今年度は，児童会役員を
中心に，初の試みである「あいさつ
ボランティア」を夏と秋に行った。
意欲的に取り組む児童が多く見られ
たが，課題は「人によって態度が変
わる姿」である。主体性を高める一
つとして「相手意識」を高めること
が大切である。そのため「相手が気
持ち良くなる」ことの喜びを味わえ
る取組を今後も推進していく。

◯

・「あいさつはしなければいけない。」か
ら「あいさつをすると気持ちよい。」に変
えることは,子どもも大人も永遠のテーマと
なるくらい,難しいものかもしれません。他
県での成功事例やあいさつの無い日をわざ
とゲーム感覚で作るなど子ども達に必要な
ものだと認識させてもよいかもしれませ
ん。
・今年度は，挨拶運動の改善が図られ，児
童会役員を中心に挨拶ボランティア隊も参
加し，意欲的に挨拶する児童も多くて良
かった。相手が一日気持ちよくなる挨拶で
互いに心を開いて，感謝し合う行動も見ら
れた。

来年度は，「あいさつ」に加え，
周りの人のために考動することで
「周りの人が気持ちよく」なり，
「自分自身も認められる」喜びを
味わえるような，主体性を育む取
組を進めていきたい。例えば，児
童会役員が児童朝会等で「そうじ
に間に合うように，時計を見て行
動できる人が増えてうれしい」
等，全校児童の主体的な姿を児童
朝会で伝えたり，それらの輪を各
学級に広げたりする等である。継
続させるためにも，このように児
童同士で評価し合えるような取組
を児童会役員や学級委員と考え，
推進していく。
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自ら健康で
元気な体づ
くりができ
る児童を育
成する。

健康で元気な体つくり
異学年集団で遊ぶ機会を
作り，楽しく体を動かし
て体力を高める。

体力測定の目標達
成率

80% 42% 92％ 115% A

今年度は，異学年交流の時間を児童
主体の活動とすることを目標として
取組を進めた。体育安全委員会を中
心に，予定していた遊びを児童主体
で実施することができ，異学年交流
を通して知らない遊びを知ったり，
人数が揃わないと中々できない遊び
に取り組めたりしたので，遊びの質
の向上につながっているといえる。
３学期に大縄跳び大会を企画し，実
施している。もう１度実施する予定
なので，ふり返りを行い，異学年交
流の時間をよりいっそう充実させて
いく。
また，各学年の筋持久力の記録は伸
びていたが，力を今後も高めていく
ためには運動の継続が大切である。
今後も体育の時間の導入時には，各
クラスの実態に合わせて運動を設定
し，継続して取り組む。

◯

・他学年や全体など様々な形で交流するこ
とが達成につながってきていると思いま
す。山波らしい独自のものも取り入れたり,
新たに考案したりしてみてください。子ど
も達が楽しみながら，主体的に活動できる
ようになることを願っています。
・昔は,近隣の子ども同士の交流や家庭の中
での兄弟関係で遊びのルールやマナーを考
え，自然に身に付いていた。また，地域の
人間関係も希薄化し「人に関わる」ことも
自然に少なくなり，学校へと負担が行って
いき，教員にも学習だけではなく異年齢集
団の育成をも担わせることになってしまっ
た経緯がある。山波小学校では，開かれた
学校の取り組みがあり，活動的には良くさ
れていると思う。

昨年度末よりスタートした「フ
レンドタイム」を今年度も継続
して行った事で，異学年集団で
遊ぶ機会を学期に１回以上確保
する事ができた。また，高学年
から教えてもらった遊びが低学
年で広がり，特に低学年の遊び
の幅が広がった。
しかし，休憩時間に実施したた
め，活動時間が少なくなってし
まった。移動時間も計算に入れ
て余裕のある活動ができるよう
に計画を立て直すとともに，
「フレンドタイム」以外でも異
学年集団での活動を充実させ
る。
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基礎・基本
の定着を図
り，児童の
学習意欲の
向上を図
る。

学習の基盤づくり

　　　　　　　　　　　　【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

【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。
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令和元 年度　学校評価表　

学校教育目標 自ら学び　心豊かに　たくましく生きる山波っ子の育成

a 　ミッション 小中・小小連携の充実とコミュニケーション能力の育成による学力向上 a 　ビジョン
「信頼される学校づくり」と「ユネスコ・スクール（ＥＳＤ）の発信」
○確かな学力の向上と豊かな心、健やかな体の育成　〇地域・家庭・関係機関との連携　〇服務規律の徹底

様式1


