
尾道市立重井小学校

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。

観点に沿った学習の振
り返りができる児童の
割合

80% 79% 98% B

・観点に沿った振り返りを書くこ
とができる児童が増えてきた。今
後，児童の振り返りの質を高めて
いくために，お手本となる児童の
振り返りを各学級で紹介していっ
た。また，振り返りの研修から各
自が学んだことを，自分の学級に
還元していくようにした。
・達成率の高い学年は，振り返り
の書かせ方について職員に還元
し，職員全体のレベルアップを
図っていく。
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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点以上の児童の割
合

80% 74% 92% B

・家庭学習の手引きを活用した学
習方法の指導や，やり直しの徹
底，ドリルタイムの活用等によ
り，基礎学力が定着してきた学年
もある。
・ドリルタイムにおいては，その
学年の課題であった内容を重点的
に繰り返し学習を行った。また授
業では，児童が自分の考えを整理
し，表現していく時間を確保でき
るようにするなど，言語活動を重
視した授業作りを行っていく。
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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%

91% 101% A

・進んで挨拶をするという意識が
高まってきている。
・気持ちの良い挨拶とはどういう
ものかを挨拶運動で具体的に示し
ながら，相手意識をもたせた挨拶
への転換を図ることで，更なる充
実を図る。
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すみずみまで無言掃除ができる
児童を適切に評価する。

無言掃除ができる児童
の割合

80% 79% 98% B

・各場所の掃除の仕方に慣れ，無
言で時間いっぱい取り組むことが
できるようになってきた。
・掃除後の各班での振り返りを生
かし，掃除場所の担当教員と担任
とが連携をとり，できている児童
を褒める指導の充実を図る。
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④「ふるさと学習」を通
して，ふるさとに誇りを
もたせる。

各学年が年2回以上ゲスト
ティーチャーを招聘する。
（１，２学期に各学年1回以上
の招聘）

「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，誇りをもてたりす
る児童の割合

90% 91% 101% A

・ふるさと学習を通して，低学年で
は重井地域の良いところを知り，興
味をもつ児童が多かった。高学年で
は，重井地域の地理・歴史・産業・
文化について詳しく説明できる児童
が多かった。
・重井地域の良さについて学年に合
わせて発信していく場を工夫する。
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③自ら考え，役に立つ行
動ができ，感謝の気持ち
をもたせる。
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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

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

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

50m走の記録を更新し
た児童の割合
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・５月に５０ｍ走の記録を測定し
た。１１月に再度５０ｍ走を実施し
比較を行う。
・１学期に引き続き，２学期以降
も，重井っ子タイムや体育の時間で
の基礎感覚トレーニングの実施，外
遊びの推奨などを継続する。

７５%

・学習内容について，自分の考
えがうまく表現できていない児
童もいるため，分かったことや
友達の良いと思った考えについ
ての自分の意見を振り返りに書
くように指導していく。
・既習事項が定着できていない
児童や，考えの根拠を説明する
ことが苦手な児童がいるため，
ドリルタイムを活用した基礎・
基本の定着を図ること，児童が
自分の考えを整理し，表現して
いく時間を確保できるような場
を設定するなど，言語活動を重
視して授業づくりを行ってい
く。

e 評価指標 m 改善案l コメント

・挨拶運動等で気持ちのよい挨
拶の具体的な姿を示し，全校及
び各学級においても肯定的評価
を行うなどして，児童に挨拶の
素晴らしさや大切さを感じさ
せ，自発的に挨拶ができるよう
に取り組んでいく。
・掃除後の振り返りカードで，
担当教員が児童の掃除の良かっ
たところを記録し，担任と共有
を図ることで，児童を褒める機
会を設けながら掃除への意欲を
高めてく。
・「ふるさと学習」で学んだこ
とを校内や地域に発表していく
機会を意図的に設け，情報を発
信する場を設定する。

・ラントレーニングカード（新体力
テストの結果と，１１月の取組に向
けて個人目標を書いたカード）で児
童の意欲を高めたり，「ラントレ・
基礎感覚運動メニュー」を宿題で導
入したりする。
・重井っ子タイムや体力つくりの取
組を継続する。
・５０ｍ走の２回目の記録を１１月
に取り，５月の結果と比較をしなが
ら分析し，新たな取組を考えていく
ようにする。

・挨拶する方もされる方も笑顔でこたえられ
るような指導が大切だと思う。地域住民こそ
心がけていきたいものである。【宮島】
・町の中でも挨拶がよくできる姿を見てい
る。無言掃除の活動では「あなたの豊かな心
がこのように育った」ということを伝えてあ
げて欲しい。【柏原】
・「挨拶」「掃除」「ふるさと学習」のいず
れにしても，形だけのものにならないように
するためには「動機」が大切であると思う。
「どのような意図をもって行ったのか」をい
つも自分の心の中に確かめる習慣をつけて欲
しい。【峯松】

・故郷に愛着をもち，誇りをもてるのは災害
のない温暖な気候，豊かな産物，豊かな心
等，地域のもつ大きな包容（抱擁）力を感じ
られるときであると思います。故郷学習もこ
のような観点から進められればと思います。
【宮島】
・ふるさと学習は学校で習う授業だけではあ
りません。どのような世代でどのような仕事
をしていても，共通してもっている「在り
方」のようなものが備わっていて，言葉を超
えてその精神が伝わっていくものだと思う。
脈々と受け継がれるものは，日常の中で大切
にはぐくまれていきます。子供に何かを伝え
るときに，真っ先にはじめるべきは親，先生
であるはず。その在り方を日常に実践するこ
とが「ふるさと学習」であり，自らを見直
し，改めることを「掃除」というのだと思
う。【峯松】
・重井ならではの活動を，更に良いものにし・数値的な成果は求めず，体を動かすこと
が楽しいと感じることから始めればと思い
ます。ニワトリを追いかけるでも楽しいか
も知れません。どのような良いことでも，
楽しくないと続きません。【峯松】
・子供たちに，具体的な分かりやすい目標
を持たせ，達成に向けた活動を仕組んでい
るのが良いと思う。【柏原】

確
か
な
学
力
の
向
上

・振り返り学習で，観点は子供たちが考える
際の道筋として理解の助けになると思う。観
点も唯一のものではなく，いくつかの見方が
あってもよいかと思った。【宮島】
・「学校の先生」と「塾の先生」の違いは何
でしょうか。家庭・学校・地域とそれぞれ役
割を持たせ，分けてしまい「学ぶ場所」と
「そうではない場所」があるように感じてい
る。学校では知識を学び，家庭・社会ではそ
れを実践する場だと思う。【峯松】
・振り返りの手本を示しながらという具体的
な指導で，子供たちにとってはやることが明
確で良い指導であると思った。【柏原】
・基礎的な学力は繰り返すことと，間違いを
できるだけ早くに訂正することで，確かなも
のになると思う。また，生きた記憶や応用力
（基礎学力）は，知識のネットワークを働か
せることで培われると思う。【宮島】
・「気づき」や「成長の過程」に焦点をあて
ること。正解やできる人だけを褒めることで
はなく，そこに向かって努力する子供たち皆
に等しく目を向けてあげて欲しい。宿題の中
で間違えている所を見つけたら「誰が」の部
分は除いて，授業の最初にみんなで振り返
る。自分の躓きが誰かの「成長の糧」にな
る。みんなで成長する場に学校がなったら良
いと思う。【峯松】
・目標達成に向け，細かな指導で良いと思っ
た。学力はすぐには向上しないと思うが，学
習のしんどい子や学年には，多くの先生が励
ましの言葉をかけて欲しいと思う。【柏原】

健康を守り，
体力を伸ばす
児童の育成

豊
か
な
心
の
育
成

健
や
か
な
体
の
育
成

主体的な学び
を進め，確か
な学力の定着

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。

豊かな心を持
ち，ふるさと
を愛する児童
の育成

学期にラントレーニングを１０
回以上実施する。

様式1


