
１　校訓・学校教育目標経営理念

【めざす児童像】

項
目

○全国学力学習状況調査のＡ問
題，基礎基本定着状況調査のタ
イプⅠ，標準学力到達度検査
（全学年）において，児童個人
が国や県の算数・国語の平均値
を超える割合

70%

全国・・国語Ａ　13/22　59.1％
　　　　算数Ａ　10/22　45.5％
基礎基本・・国語タイプⅠ　16/22　72.7％
　　　　　　算数タイプⅠ　14/22　63.6％
全国・基礎基本平均　　53/88　　60.2％

基礎的・基本的な学力が身についている
77.9％

86% Ｂ 3

○「あなたも私も　話し方・聞き方スペシャリスト」
の取組として，伝えたいことの中心を明らかにした話
し方をさせる。また，自分の考えと同じところや違う
ところを見つける聞き方をさせる。
○ドリルタイムや家庭学習，補充時間を有効活用し，
理解の徹底を図る。
○自分一人で考えるための，既習事項の使い方や問題
把握能力を高める方法など，学び方を習得させ，自力
解決の充実を図る。

○全国学力学習状況調査のＢ問
題，基礎基本定着状況調査のタ
イプⅡにおいて，児童個人が国
や県の算数・国語の平均値を超
える割合
○学び方アンケートにおいて，
５つの学び方について，肯定的
な回答をした児童の割合

55%

85%

全国・・・・国語Ｂ　14/22　63.6％
　　　　　　算数Ｂ　6/22　27.3％
基礎基本・・国語タイプⅡ　6/22　27.3％
　　　　　　算数タイプⅡ　12/22　54.5％
全国・基礎基本平均　38/88　　43.2％

学び方アンケート肯定回答　89.9％

79%

106%

Ｃ

Ａ

3

3

○複数の資料を関連づけて考えるような課題を設定す
る。
○自分の考えを書く活動を必ず行い，自分の考えを図
や式や言葉を用いて書かせる。
○初見の文章(新聞記事・意見文など)を読ませ，要点
をまとめさせる。
○出題の意図を正しく理解し，自分の考えや根拠をく
わしく説明できるようにする。そのために，必要な
キーワードを使いまとめる学習に継続的に取組む。

○ノートコンテストにおいて，
工夫部門で評価を受ける児童の
割合

80%
ノートコンテスト工夫部門評価者   70%

家庭学習の習慣が身についている　77.5％
88% Ｂ 3

○ノートコンテストは継続するが，『自ら学ぶ力の向
上』の評価項目を「家庭学習において，自主学習を1週
間に3日以上する児童の割合」とし，目標値を80%とと
する。
○家庭学習の習慣化を図るため，家庭学習を含んだ生
活リズム調べを毎月第4週に実施し，結果を保護者にも
示し，家庭と連携して取り組む。

○生活ふりかえり表において，
レベル5の挨拶，レベル3の返
事，忍者集合・移動でよくでき
たと答える児童の割合
（毎月の平均）

85%

生活ふりかえり表
　○レベル５の挨拶           94%
　○レベル３の返事           93%
　○だまって集合・移動       82%
気持ちの良い挨拶ができている　　72.1％

105% Ａ 4

○児童会の生活目標に，当面，「だまって集合・移
動」を掲げ，児童自らが意識する。このことをきっか
けとし，児童会中心の動きをつくる。これらを通して
『だまって動けば三文の得』の取組を強化する。
○挨拶・返事については，自分たちの実態を自覚させ
るため，ビデオなどを用い，どんな場面で，どのよう
な挨拶・返事をすることが必要なのかという学習を行
う。

○ｉ－ｃｈｅｃｋにおいて自己
肯定感・学級適応感の高い児童
の割合(年2回）
○学校行事（遠足，運動会，学
習発表会，６年生を送る会）に
おいて，目標達成した児童の割
合

80%

85%

i-check
 自己肯定感　69.8％　　　学級適応感
68.7％

学校行事目標達成
　遠足・・・96％　　　運動会・・・97％

87%

114%

Ｂ

Ａ

3

3

○行事ごとに，各自のめあての設定と振り返りを行
い。がんばりを評価していき，達成感・充実感を味わ
わせる。また，友達のがんばりも見つけ，それを可視
化することで，自己有用感につなげる。
○行事における各児童のめあての質的向上（集団に貢
献する自分のめあて）とし，目標達成をめざす。

○いじめ認知した事案におい
て，被害児童が解決したと認識
できる割合

100%
いじめ認知件数　０

職員の対応力・・・高まってきている
Ｂ 3

○いじめの認知件数０が継続するよう，日常における
相手を思いやる心や，自分も友達も大切にする心を育
てるために，学習集団づくりを進めるとともに，個別
の教育相談活動を充実させる。必要に応じてスクール
カウンセラーとの連携も図る。

健
や
か
な
体

○体力テストの県平均を超えた
児童の割合
○体力テストで課題のあった種
目の再テストで県平均を超えた
児童の割合

70%

80%

体力テスト県平均を超えた児童の割合
　　　　　　　　　　　　　　  59.2%
　　握力　71.6%　　　　上体  66.3%
　　長座　38.1%　　　　反復  79.4%
　　シャトル  49.8%　　　５０ｍ  49.3%
　　立ち幅  61.0%　　　　ボール　57.8%

85%

―

Ｂ

－

3

－

○長期休暇中も，「体やわらカード」をもとに柔軟運
動に取り組ませる。
○体育の時間に「ストレッチタイム」と「サーキット
トレーニング（ダッシュを含む）」を必ず取り入れ，
児童自身にも課題を克服していくことを意識してい
く。また，児童が伸びを自覚できる手立てとして掲示
等の可視化の工夫をする。
○体育的行事「マラソン大会」「縄跳び大会」への取
組過程において，「めあてとふりかえり」を重視し，
体力を高める。

開
か
れ
た
学
校

○保護者アンケートの全項目平
均による学校満足度

90% 保護者アンケート全項目平均　　81.6％ 91% Ｂ 4

○学校だより（保護者版）を作成し，地域版と両方を
保護者に配布することにより，情報発信を充実させ
る。
○行事でも保護者アンケートを実施し，次年度への課
題を明らかにし，年度末の次年度計画にいかす。
○学校は取り組んでいるが，児童の姿として表れてい
ない項目が多いので，より効果的な指導の工夫を様々
な面で行う。

基礎学力の向上

確
か
な
学
力

○授業の中で，特に，定着
を図る「ふりかえり」を充
実させる。
○帯タイムや下校前学習を
計画的に実施する。
○まとめの時間を重視した
単元計画を立て，実行す
る。

○知識構成型ジグソー法を
取り入れた授業において，
５つの学ぶ力を身に付けさ
せるジグソー課題を工夫す
る。
○すべの活用や建設的相互
作用が生まれる授業を充実
させる。

○ノートコンテスト行い，
家庭学習の充実を図る。
○授業とリンクした家庭学
習となるよう，手引を改善
し利用させる。

自己有用感の向上

自己評価　　　A：達成度１００％以上　　　　　B：達成度　９９％～８０％　　　　　C：達成度　７９％～６０％　　　　D：達成度　６０％未満

児童・保護者が統合
して良かったと思え
る学校

○特別支援教育の充実「特
４のキーワード」の徹底
○学校行事において，目標
を設定し，目標達成のため
に，手立てを工夫する

○日常的に行える簡単な運
動の継続（握力，柔軟）
○鍛える体育と思考する体
育とのバランスのとれた体
育授業の充実
○家庭での体力づくり課題
の継続

○総合的な学習，生活科を
中心に地域と連携し，地域
の良さを感じる学習の積み
上げ
○保護者・地域への積極的
な情報発信
○保小中髙の連携の充実

いじめの認知・対応
力の向上

○いじめアンケートの実施
○計画的な教育相談の実施
○児童の思いを探る集団活
動の計画的な実施

豊
か
な
心

教育愛に基
づいた生徒
指導を機能
させ，社会
に通じる生
活態度を身
につける。

自己指導能力の育成

改　善　方　策
目標達成のための計画

○挨拶，返事，だまって集
合・移動のルールの意味を
発達段階に応じて学ばせ，
徹底を図る。

評価項目

自　己　評　価

コメント

２　経営目標・評価項目・評価・達成状況

笑顔と活気にあふれる学校　明るい挨拶と歌声が響く学校　清潔感と潤いのある学校

中期経営目標

基礎基本の
学力の定着
を図る教育
活動を推進
する。

短期経営目標 10月

評　価　計　画

◇基礎学力を身に付けさせ
ることは重要である。目標
値がやや高いように感じ
る。
◇お互いの学力を高め合う
授業を望む。また，各教科
でそれが実現できるように
してほしい。
◇学び方アンケートで，児
童は前向きに捉えているの
で，これから伸びていくと
考えられる。
◇自己指導能力の育成につ
いては，児童の評価だけで
なく，先生方の評価もほし
い。
◇自己有用感の向上につい
ては，児童一人一人が，友
達との関わり方をしっかり
と身に付けるようになって
ほしい。
◇いじめの認知・対応力の
向上については，誰にでも
わかる具体的な評価項目
（例えば，「楽しく学校に
登校する」「気持ちの良い
挨拶」「友達がいる」な
ど）にすれば，評価も容易
になると考える。
◇体力づくりについては，
マラソン大会や縄跳び大会
で，しっかり鍛えてほし
い。
◇保護者版のたよりの発行
ができればよい。
◇学校だよりは毎月楽しみ
にしている。学級通信も毎
週発行され，様子がよくわ
かる。
◇「統合して良かった」と
思えるためには，授業づく
りと子どもの遊びの深まり
が求められる。クラスで一
つの遊びを続けるだけでも
児童の全体的な成長を理解
し支援もできる。学校は忙
しいので，様々なことの中
から取捨選択し，週に１度
か２度でいいので子供と遊
ぶ中での指導を考えてほし
い。
◇統合後，かかわりから生
まれる笑顔と活気にあふれ
る学校づくりを期待してい
る。

信頼され，
選ばれる学
校をつく
る。

自ら学び　ともに知を創る児童の育成

　　　　　平成28年度　学校評価自己評価表（中間評価）　　　　　　　　　　　　　　　　安芸太田町立加計小学校

達成度 評価目標値
（年間）

評価

学校関係者評価

【学校教育目標】

健康の増進
と体力の向
上を図る。

学校関係者評価　　　　４：自己評価は大変妥当である　　　　　３：自己評価は概ね妥当である　　　　　２：自己評価は妥当でない項目が少しある　　　　　１：自己評価は妥当でない

　　　　～◎自己有用感の向上◎徹底・自律・挑戦◎一生懸命・安全・フェア
　　　　　　　　　　　　○「チーム新加計小」として，課題解決に取り組む学校○教育愛に基づく生徒指導○知・徳・体のバランスのとれた確かな学力の育成○地域・保護者に開かれた学校～

【めざす学校像】

活用力の向上

自ら学ぶ力の向上

自分の考えを持ち，対話の中で，考えを深め，学び続ける児童

日常的な体力づくり
の継続的な実施

　【校訓】　　　　堅忍持久　至誠実行


