
１　校訓・学校教育目標経営理念

項
目

全国学力学習状況調査（６
年生），基礎基本定着状況
調査（５年生），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・国語の平均値をこえ
る割合

65%
細川
新谷 47% 54% 83% Ｂ

全国学力学習状況調査では，国語Aと国語Ｂが57％，
算数Ａで50％，算数Ｂでは57％だった。基礎基本定着
状況調査では，国語Ⅰが33％，国語Ⅱが50％，算数Ⅰ
が50％，算数Ⅱが25％であった。標準学力調査におい
ては，１年が47％，２年が60％，３年が95％，４年が
72％，５年が57％，６年が75％であった。３調査の平
均は54％であり，目標値には達していない。特に，低
学年における理解を定着する取組や，持っている知識
を活用して考える問題解決の力の充実が課題である。

3

○ドリルタイムや放課後学習等の体制を整え，個に
　焦点を当てた学力保障を行う。
○既習事項の活用や比較・関係づけなどの思考の充
　実を図る授業を創るとともに，家庭学習とのリン
　クを充実させる。
○条件に沿って文章を書くこと，教科の用語を適切
　に使ってまとめを考える習慣を身に付けさせるこ
　と，筋道立てて説明させるための指導法を工夫す
　る。

学び方についての児童アン
ケートを実施（年２回）
し，肯定的な回答をした児
童の割合

80％
以上

大前
清水 93% 93% 116% Ａ

学習課題となるめあてを明確にし，課題の解決をして
いく学習展開を行い，振り返りで自己評価をしながら
学習をするスタイルが定着してきた。また，既習事項
が活用できるような掲示の工夫や，比較や関係づけな
どができる発問を通して，より主体的に問題解決をす
る力が高まっている。自分の考えや友達の考えをもと
に，対話を通して考えを深めたり，広げたりする態度
も育ってきた。今後，身に付けさせたい五つの学ぶ力
を意識した授業改善を行い，児童の学力を高める。

3

○授業設計・（形成的）評価マトリクスを用いて，
　授業展開「加計小学校５つの学び方（すべ）」や
　建設的相互作用が生まれる環境を整えることを中
　心とした授業改善を行う。
○判断力・感じる力・あらわす力・考える力・伝え
　合う力の５つの学ぶ力を育て，人間力につながる
　深い学びを創ることで，児童の学力を高める。

ノートコンテストにおい
て，丁寧さ，びっしりさ，
内容の工夫度合いのそれぞ
れの評価を受ける児童の割
合

80％
以上

清水
寄本 78% 73% 91% Ｂ

ノートコンテストにおいて評価を受けた児童の割
合は，丁寧さが70％，びっしりさが74％，内容の
工夫度合いが76％であった。前期よりも評価が下
がっている。高学年では内容の工夫が見られた。
低学年ではびっしりさが増した児童も多い。しか
し，個人差が大きく家庭学習の習慣化に課題があ
る児童も尐なくはない。

3

○家庭学習の手引きやノートコンテストの方法を
　再検討し，自ら学ぶ児童の育成のために，発達
　段階に合わせ，復習から予習へシフトする家庭
　学習となるように取り組む。

生活振り返り表を月１回記
入させ，１０月と２月に各
項目に○をつけた児童の割
合（項目ごとに評価）

80％
以上

林谷
松永

79% 92% 115% Ａ

２月の児童振り返りアンケートでは，挨拶（93％）返
事（85％）靴揃え（95％）ベル着（95％）であった。
どの項目も目標を大きく上回った。しかし，レベル３
の返事ができる児童や，毎日の靴箱チェックの結果を
見ると，自ら自分自身を律していく児童の割合は，こ
れほど高いとは言えない。

3

○自ら課題に気付き，より良い生活をめざす委員会
　活動・児童会活動となるよう，児童の気付きを大
　切にする。このことを通して自己指導能力を高め
　る。
○引き続き，ルールの徹底を図るとともに，「一生
　懸命・安全・フェア」を合言葉として，バランス
　良い生活を創りあげる。

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）

75％
以上

金川
髙田 67% 75% 100% Ａ

i-checkの結果，全国平均を上回っている児童の割合
は，「自己肯定感」73％，「学校適応感」77％であ
り，平均すると目標を達成した。特に感動体験による
自己肯定感や，いじめのサインがないという学級適応
感が高かった。学級活動等でのソーシャルスキルト
レーニングやアサーティブな活動，行事の価値を意識
した取組の効果であると考えられる。しかし，学年が
上がるにつれて，「他者からの評価」が低いと感じて
いる児童や「対人ストレス」を感じている児童への効
果的な取組が必要である。

3

○引き続き，感動ある活動づくりに取り組む。その
　ために，行事の価値を意識させ，取組課程の評価
　を大切にする。
○ソーシャルスキルトレーニングや，構成的グルー
　プエンカウンター，アサーショントレーニングを
　計画的に実施し，自己肯定感や自己有用感を高め
　る。
○特４のキーワードの徹底により，より「わかる授
　業」づくりへの工夫を行う。

いじめアンケートで「いじ
めがない」と回答した児童
の割合

100%
林谷
髙田 88% 90% 90% Ｂ

児童アンケートの結果から，「いじめがある」と回答
した児童は，10％であった。「私は人をいじめてい
る」や「いじめられている人を見たことがある」や
「いじめられている人がいると聞いたことがある」の
項目には該当者がいる。また，生徒指導上の課題とし
て３件の「いじめ」を計上している。全ての事案につ
いて早期に事実確認を行い，取組を行い，現在いじめ
は解消している。今後，いじめの早期発見への取組を
強化しなくてはならない。
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○いじめの早期発見のための，教育相談活動の充実
　を図る。
○児童同士のトラブルの際，迅速でお互いが納得の
　いく解決方法を教え，指導者がいなくても，児童
　同士で課題解決していく力を身に付けさせる。

健
や
か
な
体

昨年度の県体力テストの県
平均を超えた児童の割合

70%
以上

岩田
金川 57% 57% 81% Ｂ

県平均と比較すると，「握力・５０ｍ走・ボール投
げ」の数値が低い傾向にある。このことから，筋力
や，スピードに課題があると言える。児童が意欲的に
縄跳びに取り組む工夫をしたことで，筋持久力や調整
力を高めることができた。狭くなった校庭や体育館の
環境の影響もあり，投げる力や走力への取組は十分で
はなかった。

3

○「鍛える体育」と「思考する体育」をバランスよ
　く実施し，児童の体力課題解決に向けて，専門性
　を発揮した指導を行う。
○グーパー運動や，朝教室でできるストレッチなど
　を通して運動の日常化を図る。

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

85%
以上

吉村
増田 86% 89% 105% Ａ

保護者アンケート全項目の肯定評価の平均は目標を上
回り，89％であった。全項目28項目中19項目で肯定評
価が年３回のアンケートのうちで一番高くなった。学
校の取組が理解されてきている。しかし，家庭で１冊
同じ本を読む取組などを実施したが，家庭読書への取
組や手伝いや働くことへの指導は課題である。

3

○働くことの価値や意味について学ぶキャリア教育の
　 充実を図る。
○引き続き，積極的な情報発信を行うとともに，日常的
　 な保 護者連携を行う。
○児童の読書習慣への取組を強化する。

体育時間の充実
サーキットトレーニングの
実施

地域と連携した校外学習の
実施
保護者・地域への積極的な
情報発信
つなげる教育の推進

改　善　方　策
目標達成のための計画

自己評価基準数値＝達成値÷目標値×１００　　　　　　　　　自己評価基準　　A：目標達成（100％以上）　　B：ほぼ達成（80％以上100％未満）　　C：もう少し（60％以上80％未満）　　　D：できていない（60％未満）　　　　　

学校関係者評価基準　　　　３・・・学校評価は適正である　　　　　２・・・学校評価はおおむね適正である　　　　１・・・学校評価は適正ではない

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。

いじめのない学
校

いじめアンケートの実施
各学期１回教育相談の実施
により実態把握を行い，い
じめ０に向けて取組む。

健康の増進と体
力の向上を図
る。

自己有用感の向
上

豊
か
な
心

確
か
な
学
力

自己有用感が高まる「対
話」のある授業を充実させ
る。
めあてと見通し，ふりかえ
りのある授業構成を図る。
筋道立てて書くことの充実
を図る。

「知識構成型ジグソー法」
の手法を取り入れた授業を
行い，自ら学び，対話を通
して新しい知を獲得する経
験をさせる。
生徒指導の三機能を生かし
た算数科・音楽科の授業づ
くりを行う。

家庭学習の手引きを利用
し，ノートコンテストを評
価指標として家庭学習の充
実を図る。

学力の向上

10月

授業力の向上

評価者中期経営目標

自己指導能力の
育成

返事を意識することを徹底
し，相手意識を高める。

特別支援教育の充実「特４
のキーワード」の徹底
学級活動の充実（ＳＳＴ・
エンカウンター等）を図
る。

　　　　～◎自己有用感の向上○「チーム加計小」として，課題解決に取り組む学校○安心して学べる学校○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～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【めざす児童像】 自己有用感の高まる対話を通して，自ら学びともに知を創る児童
笑顔と活気にあふれる学校

明るい挨拶が響く学校
清潔感と潤いのある学校

【めざす学校像】

　【校訓】　堅忍持久　至誠実行
夢をもち，粘り強く努力し，共に高め合う児童の育成
　　　　　－自ら学び ともに知を創る－　　【笑顔と活気】【学校教育目標】

自　己　評　価

評価項目

信頼され，選ば
れる学校をつく
る。

結果と課題の分析

学校関係者評価

コメント

日常的な体力づ
くりの継続的な
実施

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

評　価　計　画

地域を教室とし
て，「加計で
育ってよかっ
た」という児童
の育成

◎努力の跡がうかがえます。

◎家庭学習の大切さを子どもたちに理解
　させることは大変だと思いますが，
　しっかり身に付けさせていくことが
　必要である。

◎工事に伴い，騒音・振動，粉塵等，
　環境の悪い中での学校生活であった
　にも関わらず，児童が落ち着いて
　学業に取り組んでいたことがうかが
　えます。教職員の皆様のご努力に
　感謝します。

　　　　　平成27年度　学校評価自己評価表（最終）　　　　　　　　　　　　　　　　　　安芸太田町立加計小学校

達成度 評価
目標値

（年間）
評価

２　経営目標・評価項目・評価・達成状況

3月


