
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。

①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%

80% 91% 114% A

　２学期の振り返りができている児童の割合
は，９１％であった。１学期と比べて１１％上
がった。全学年で統一して取り組んだ成果であ
ると考えられる。１１月の校内研修では，振り
返りの交流を行った。児童の振り返りを観点別
に分類し，各学年の児童が振り返りにどのよう
な内容を書いているのかを視覚化することがで
きた。また，他学年の振り返りを見合うこと
で，発達段階に応じて表面的な感想から学習し
た内容を含んだ進んだ感想へ移行していること
に気付くことができた。キーワードを活用させ
たり２・３文で表現させたりする等，振り返り
の内容をレベルアップさせるための手立てにつ
いても話し合うことができた。
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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
実に行い，既習事項の定着を図
る。

各学期末単元テスト
（国語科，算数科）
80点以上の割合

80% 61% 74% 93% B

　テストやプリント等の直しを確実にできた児
童の割合は，９４％だった。１学期と比べて２
３％上がった。直しの仕方を全学年で確認し，
統一して取り組んだ成果であると考える。間違
いの多かった問題については全員で確認する，
理解が難しい児童については個別指導を行う，
後日再テストする等，直しを有効に活用する方
法について再確認することができた。
　２学期末単元テスト８０点以上の割合は，国
語科８０％，算数科６８％だった。１学期と比
べて，国語科は２２％，算数科は４％上がっ
た。国語科については成果が見られるが，算数
科には課題が見られる。算数科は単元が多いた
め，期間が過ぎると学習した内容を忘れやすい
傾向がある。既習内容の復習を適宜行うこと
で，基礎基本の定着を図りたい。
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③気づき，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% 48% 77% 86% B

　「自分からあいさつができる」という項目で担任
が評価したところ１学期には，４８％の児童ができ
ているでったが，２学期の評価は担任評価で７７％
になった。
　中間評価での結果から，課題を明確にし取組を進
めることで，気持ちの良いあいさつのできる児童が
増加した。
　朝教室に入る時のあいさつを評価することに統一
したため，見とりがしやすく，指導もしやすくなっ
た。また，教職員が意識統一し，具体的な姿を示
し，できている児童を評価していくことで，児童に
もあいさつの意識が広がり，朝は大きな声であいさ
つができる児童が増えてきてる。
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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% 58% 94% 104% A

　「重井町の地理・歴史・産業・文化について説明
できる」という項目で児童の１学期の自己評価は５
８％であった。
　2学期は児童に重井町のいいところや自慢できる
ところを書かせたところ，９４％の児童が書くこと
ができた。説明することが難しくても，白滝山、除
虫菊、スイカなど，多くの項目を答えることができ
る児童も増えてきた。特に高学年はほぼ100％の児
童が書くことができており，総合的な学習の時間な
どを通しての取組の成果が見られている。
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確
か
な
学
力
の
向
上

・確かな学力を身に付けるには，振り返り学習，
できるまで繰り返すこと等が大事だと思います。
さらに発表できるようにするには，自分でも納得
できていなければならず，大事なことだと同感し
ます。２学期で達成値が上がっていることは，良
いことだと思います。
・考え深めていく学習にするために聞くだけでな
く，話合い活動が有効。振り返り学習を大事に
し，さらに内容を深めていってほしい。
・基礎学力の向上は，繰り返すこと，間違いを早
い時期に訂正することで達成できると思います。
基礎学力の積み上げによって，確かな学力とな
り，応用のできる学力となると思います。
・間違いを見直し再学習することや個別指導をし
ていくことは，学習を定着させていくのに有効。
算数は，思考力が必要なので，考える授業への取
組を期待する。
・ミスを減らす学習スタイルから「間違いから気
づき，学ぶ」正誤の両方から学ぶ学習スタイルへ
変わっているように思う。失敗体験から得るもの
は多い。

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

64%

⑤規則正しい生活を意識
し，振り返りを通して実践
することができる。

豊かな心を持
ち，ふるさと
を愛する児童
の育成

生活リズムカードで個人目標と
振り返りを設定し生活改善を図
る。

・振り返りでは，今回上手くいったこ
とや上手くいかなかった理由，次回
もっと工夫したいこと，もっと考えて
みたいことなど，次の学習につながる
ような振り返りができるようにする。

・思考力や表現力を高めるために，協
働的な活動にも取り組む。

・ドリルタイムを活用して，各学年で
最低限達成すべき計算の反復学習を行
う。各学年で問題量と制限時間を設定
し，全員達成するまで繰り返す。

・テストやプリントの直しは，実施後
早い時期に行うことで，考えの間違い
に気付くことができる。今後も確実な
直しを継続する。

e 評価指標 m 改善案l コメント

69% B

〇各学級においてもあいさつについての肯
定的評価を行い，あいさつの素晴らしさや
大切さを感じさせ，自発的にあいさつがで
きるように取り組んでいく。

〇地域学習を通して地域の課題を子供たち
なりに考え，課題を解決していこうとする
力を育てる。地域の人たちに積極的に関
わったり，自分の考えを伝えたりして人と
の関わりや伝え方を意識して学習に取り組
ませる。

〇生活科や総合的な学習の時間等をはじ
め，他教科と関連を図ったり，他学年での
取組について系統的に整理したり，学年に
応じた内容となるよう整理したりするなど
し，授業の内容がさらに充実し，児童の学
びが広がったり深まったりするようにす
る。

〇高学年では，他地域との比較を通して重
井町の良さに気付かせていく。

・各家庭での生活環境の違いより，就寝・
起床時間を各家庭で決め，それに対する取
り組み内容や振り返りの充実を図る。

・少しでも評価の向上した児童を認め，全
体に広げていく。

・児童が早寝・早起きのよさを実感できる
よう，保健指導や学級指導の一層の充実を
図る。また，保護者への理解，協力を引き
続き進めていく。

・登下校時に声をかけてコミュニケーションす
る，また，学校との提携行事には話をするなど，
心の通う関係を構築して行きたいと思います。
・指導者が率先してあいさつの手本を示すこと，
できている児童を評価していき，意識を高める。
この繰り返しにより定着は図れると思う。
・「あいさつは何のためにするのか」ということ
をしっかりと考え，「自分はどうしたいのか」と
児童自身に考えさせることが大事。

・故郷が懐かしい，故郷が大切だと思う心の大部
分は，心の通う友達がいることが大きな要因だと
思います。風景，歴史もさることながら，故郷の
良さは，同年代の仲間がいることが一番だと思い
ます。
・総合的な学習は，ふるさとを学習するのに有
効。焦点を絞って継続して欲しい。

・ふるさと学習は，農業や産業など，流れや背景
を読む力を身につける学習であるとよいと思う。

・家庭ごとにも基本のリズムがあり子供の都合で
変えるのが難しいこともあります。基本的に登校
前，下校帰宅時から親が帰宅する時間帯は家での
実態については関心があります。
・基本的生活習慣を身に付ける取組はなかなか定
着しにくい。なぜ学校が取り組んでいるのか保護
者の意識を向上させていく必要があり，難しい取
組である。
・型にはめるのではなく，その家庭の中での生活
リズムをみつめ，家庭の現状に応じた時間の使い
方を考える機会とすると良いと思う。

基本的生活習慣が身に
付いている児童（調査
期間のうち，８割以上
できた児童）の割合
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　今年度は生活リズムチェック表の実施を学期
に２回，長期休みの前や後に実施した。基本的
生活習慣が身に付いている児童の割合は１学期
には６４％であった。
　２学期の基本的生活習慣が身に付いている児
童の割合は69％と１学期に比べ5％高くなっ
た。課題となっていた提出率も９６％とほとん
どの児童が提出し，振り返りまで取り組むこと
ができた。生活リズムチェック表をもとに前回
と比べることで，自分の課題や成長が分かりや
すくなった。保護者のコメント等も児童の励み
になっている。
　家庭への協力の求め方や丸の数が増えた児童
への評価など児童の振り返りを大切に，今後も
取組を工夫していく。

86%
80%

平成 31 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　～ 気づき・考え・実行する児童の育成を通して ～ 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

d 目標達成のための方策 j 結果と課題の説明
i

評
価

f
目
標
値

b 中期経営目標 c 短期経営目標

h
達
成
度

ハ

k 二次評価

a 　ミッション

g
達成
値

g
達成
値

イ ロ

様式1


