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改善計画

7月 1月

①指導者は，学習の振り
返りを大事にし，主体
的・協働的な学習を進め
る。

めあてと振り返りの充実を基に
した授業改善に努める。

学習の振り返りが発表
できたり，しっかり記
述できたりする児童の
割合

80%

54% 77% 96% B

振り返りが発表できたり，しっかり
記述できたりする児童の割合は77％
であった。振り返りの指導を行った
教師の割合は100％である。２学期
も校内研修で振り返りの交流を行っ
た。１学期と比べて，振り返りの観
点（分かったことやできたこと，学
習のポイント，思ったこと）の複数
を記述している児童が増えた。振り
返りの成果として，学習して分かっ
たことや考えたことが振り返りに書
けた，次時の学習につなげることが
できたという意見が出た。今後も，
意欲を高めるために，教師が児童の
振り返りにコメントを書いたり，児
童間で振り返りの内容を交流したり
するなどの取り組みを続けていきた
い。
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②児童の基礎学力の向上
を
図る。

家庭学習の手引き等を活用した
学習方法の指導を徹底する。
テスト、プリント等の直しを確
実に行うとともにドリルタイム
を活用して，既習事項の定着を
図る。

各学期末テスト
（国語科，算数科）
80点以上の割合

80% 72% 76% 95% B

2学期末テスト80点以上の割合
は,76％であった。（国語科81％，
算数70％）（思考力・判断力・表現
力67％，知識技能84％）ドリルタ
イムに既習事項の復習を行った教師
の割合は100％，テストやプリント
の直しを確実に行った児童の割合は
89％である。今後も，授業で自分の
考えを書いたり友達に説明したりす
るとともに，既習事項や発展的な学
習に取り組み，テストやプリントの
直しを確実に行うことで，児童の学
力向上に努めたい。
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③自ら考え，役に立つ行
動ができ，感謝の気持ち
を持たせる。

自ら進んで気持ちの良いあいさ
つができる児童を適切に評価す
る。

自ら進んで気持ちの良
いあいさつができる児
童の割合

90% 67% 88% 98% B

　２学期には，毎月，児童の自己評
価と教師評価を行った。教師評価／
児童自己評価は，９月68.1％／
58.2％，10月79.1％／79.1%，
11月83.5％／86.8％，12月
87.9％／81.3％であった。毎月，
児童の自己評価も教師評価もよく
なってきた。ほとんどの児童が，あ
いさつを返すことはできているが，
自分から進んでできていないと振り
返る児童もいる。あいさつの大切さ
や自分の姿を振り返ることを引き続
き取り組んでいく必要がある。
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④「ふるさと学習」を通
して，ふるさとに誇りを
持たせる。

「ふるさと学習」や日常生活の
振り返りを中心に，ふるさとの
良さに気づかせ，発信させてい
く。

重井地域の良さを見つ
けたり，自慢ができた
り，誇りを持てたりす
る児童の割合

90% 100% 111% Ａ

各学年の発達段階に合わせ，ふるさ
と重井町・因島について見聞を広
め，郷土愛を育てたいというねらい
でテーマとゲストティーチャーを計
画した。１年生「重井の祭りや有名
な人物やもの」，２年生「いもじぞ
う」，３年生「重井のすいかづく
り」，４年生「除虫菊から蚊取り線
香づくり」，５年「わけぎ」，６年
生「白滝山」，どの学年も興味深く
学習に取り組んだ。重井の良さが見
つけられた児童は，どの学年も１０
０％であった。
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令和２年度　学校評価表　

学校教育目標 確かな学力と豊かな心を備えた　心身共にたくましい児童（重井の健児）の育成

a 　ミッション 未来を拓く人間力の育成　～ 自ら考え，実行し，最後までやりきる ～ a 　ビジョン

〇学校が楽しい，学ぶことが楽しいと感じられる学校
〇児童が学び合い，高め合い，主体的に活動できる学校
〇互いに感謝し，思いやりのあふれる学校

評価計画 自己評価 学校関係者評価

b 中期経営目標 c 短期経営目標 d 目標達成のための方策 e 評価指標

f
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値
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k 二次評価

l コメント m 改善案g
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g
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値

イ ロ ハ

確
か
な
学
力
の
向
上

主体的な学び
を進め，確か
な学力の定着

・先生が子供一人一人に丁寧に対応してい
る姿が素晴らしいと思う。子供たちのやる
気のアップにつながると思う。親の立場か
らすると，子供の宿題をみてあげたい気持
ちは大いにあるが，答えは分かるが，どの
ように説明すれば良いかに迷う。自分たち
が習っていた頃と何か変わっているかもし
れない，余計で誤った知識を与えてはいけ
ないと思ってしまう。
・評価することで，経営目標達成につな
がっていると思う。
・子ども一人ひとりに関わることを大切に
されているので良いと思う。
・振り返りの観点は「分かったこと」「で
きたこと」「思ったこと」の記述で十分だ
とは思うが，「分からなかったこと」「今
更聞けないこと」などは基本に立ち返り，
より一層の理解を深めることになるかも知
れない。
・基礎的な学力は繰り返すこと，間違いは
できるだけ早く訂正することで培われると
思う。私も，いったん思い込んだことがな
かなか修正できなかった記憶がある。

・振り返りの交流を，教師間だけでは
なく児童間でも行い，振り返りをする
ことの意味を児童にも理解させていく
必要がある。
・児童間で振り返りの交流を行うこと
で，振り返りの良い書き方に児童が気
づく機会となる。
・教師が振り返りにコメントを返し，
肯定的な評価をすることや，更に考え
たくなる言葉かけを行うことで，児童
の学習意欲につなげていく。

・ドリルタイムを活用して，今後も各
学年で最低限達成すべき計算や漢字な
どの反復学習を行い，より一層の定着
を図っていく。

・自分の考えを書いたり，友達に説明
したり，既習事項や発展的な学習に取
り組んだりすることで，学習の高い定
着を図っていく。

・テストやプリントの直しを，実施後
に早い時期に確実に行い，早期反復に
より学習を身に付けさせていく。

豊
か
な
心
の
育
成

豊かな心を持
ち，ふるさと
を愛する児童
の育成

・挨拶は大切なもの。学校ではしているけ
れど，親子の間ではどうだろうか。家庭で
挨拶，そしてもう一つ「ありがとう」を言
うことができているか，親子で見つめる機
会をもって欲しい。
・ふるさと学習は「私」という個人として
の視点と「地域」「場」という私や家庭，
友人など幅広い視点から私を通して全てを
活かすことを学ぶことが大切である。全体
への還元や循環を意識した長い目で見た授
業を，小中高で連携して続けて欲しい。
・地域でも挨拶をしている姿をよく見かけ
る。とても良いと思っている。
・現地の見学，実際に体験または地域の方
の話を聞くなど，大事なことをされている
ので良いと思う。また，こうした学習を蓄
積し，ふるさと学習に関する資料作成を
行っていって欲しい。
・児童数が少なくなっても，先生と児童，
児童同士，地域と学校の繋がりはかえって
深まることと思う。だからふるさと学習は
大切である。
・故郷は大事だと思う心の大部分は，心の
通う友達がいるということが大切である
が，家庭も大切であると思う。母の日，父
の日などにでも，自分の親に感謝の手紙を
出すということは，親にとっても，子供に
とっても，今の幸せを噛みしめる良い機会
になるかも知れない。そういった取り組み
を今後も続けていって欲しい。

・「あいさつ」については，児童会の
生活目標から各クラスで具体的な目標
を話し合い，振り返りを行った。より
良い姿を具体的に児童がイメージする
ことができたので，成果が高まった。
最低学期に１回以上，全校で取り組ん
でいくことで，更に意欲を向上させた
挨拶に取り組めるようにしていく。

・今後も，毎月，各学級で児童にあい
さつに対しての目標を決め，振り返り
を行い，担任の指導と共に児童のあい
さつへの肯定的評価を行っていく。

・「ふるさと学習」では，地域に誇り
をもつことができる内容を今後も厳選
し，ゲストティーチャーの招聘を来年
も計画的に行っていく。今後も，児童
のふるさとに対する誇り等を文章など
で表現させる機会をもち，より郷土愛
を深いものにしていく。

　２学期にも継続して体育科の時間
や業間体育の時間にラントレーニン
グを実施した。
　５０ｍ走再テストは記録更新した
児童の割合は72％であった。11月
中に実施予定ではあったが，学年に
よりばらつきがあり，記録の差も
あった。
　子供たちが楽しんで体を動かし，
できるようになったことを実感でき
るよう，引き続き運動の場や機会を
意図的につくっていく。
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健
や
か
な
体
の
育
成

健康を守り，
体力を伸ばす
児童の育成

⑤自分の健康に関心を持
ち，進んで体力つくりに
取り組むことができる。

学期にラントレーニングを１０
回以上実施する。

50m走の記録を更新し
た児童の割合

70%

・誰かとの比較ではなく，個人的な目標を
もち，努力することが大切である。文武両
道，やるべきことはやると決めて行動する
実践の場なので，数値のみで成績を判断す
る評価の仕方は向かないのではないかと思
う。
・数字で成果が現れているので良いと思
う。ただ，結果が悪かった子供のフォロー
も大事だと思う。

・学年により実施時期にばらつきが
あったため，結果に差が出てしまっ
た。学校で統一した日にちを設定し，
実施していく必要がある。
・取り組みが学年まかせとなってし
まったため，効果にも差が出てしまっ
た。取り組みの見える化を図り，児童
にしっかりと指導した上で取り組ませ
る必要がある。
・取り組みの結果を子供に返し，振り
返りの充実を図っていく。

72% 102% Ａ

様式1


