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使命・存在意義
中心価値・行動規範

達成値 達成度 評価 達成値 達成度 評価

自覚的な学びを
促し，基礎学力
の定着・向上を
図る。

教務
基礎的な技能を身に付け，
文章の内容を読み取ること
のできる児童を育成する。

国語科「読むこと」領域のテストの達成率
80％以上の児童を80％にする。

80% 65% 81% B 75% 94% B

◎課題解決に向けて既習とのつながりや付けたい力を意識し
た授業改善に取り組む。（ブロックによる研究授業を学期に1回
以上）
〇アウトプットを意識した学習を展開し，成果をフィードバックす
る取組を継続的に進める。（まとめ・振り返りを単元ごとにする）
（教師の意識向上を図るアンケートを月に1回実施）

〇「読むこと」（思考・判断・表現）の領域テストでは1年80%→
77.2%，2年68%→71.9%，3年59%→72.9%，4年63%→78.8%，5年
65%→53.3%，6年62%→92.2%，全体67%→75.1%で概ねの学年で
前期より上回った。初読の通過率は全体で59％→83.4％で，自
力で読める児童も増えた。
〇TKF授業モデルの研究授業を低中高のブロックごとに行った
ことで，つけたい力を明確にした指導を行うことができた。
〇教職員の意識調査では課題として意識が多く見られたTKFモ
デルのF（振り返り）について取り上げた研修を行った。視点を
明確にした学習の振り返りを書かせる教師も増え，児童が自分
の学びを振り返ることができつつある。

・どの学年にも達成率５０％以下の児童がいる。そうした児童は，授業の中で他
と一緒に読み取りを進めていった単元のテストはできるが，初読のテストで自力
読みができにくい。初読の文章でもポイントを押さえて読み取ることができる指導
を個別に行っていく必要がある。
・その学年で指導する重点事項を明確にしたブロック研修を充実させ，若手の教
師の授業力の向上につなげていく。
・教職員の意識調査を毎月行うことは，その都度自らの指導を見直すきっかけに
なった。次年度は，各自の課題としているものを交流する中で学校全体の課題を
しぼり，さらなる授業改善につなげる。

主体的な学びを
促す授業づくり
の研究を推進す
る。

研究
学び合いを通して，主体的
に考えを深める児童を育成
する。

「授業では，友達と話し合うなどして自分の考
えを深めたり広げたりしている」という児童を
80％にする。 80% 84% 105% A 89% 111% A

◎思考を深めるための話合いのコツを使った授業に取り組む。
〇児童相互の学び合いを深めるためにペア・グループ学習の
場を1日1回は設定する。

〇「授業では，友達と話し合うなどして自分の考えを深めたり広
げたりしている」という児童は，1年72.7％→83.6％，2年82.8％
→86.7％，3年87.9％→89.3％，4年92.5％→90.3％，5年79.8％
→84.3％，6年84.4％→94.7％で，全体では83.9％→88.5％だっ
た。全体的に友達との話し合いを通して学習を深めていると感
じる児童が増加した。
〇「話合いのコツを使って発表しています」は，68.3％→79.7％
だった。
〇「授業では，自分の考えとその理由をつけて発表していま
す。」の項目は，64.3％→75.3％だった。ほとんどの学年が，こ
の項目がほかの項目より低い。考えが表現できなかったり，考
えも持てなかったりするなど，思考が深まっていないことが分
かった。

・１学期に「話合いのコツ」の研修・授業を行い，授業に生かしていく。その後も２
学期にさらに思考が深められるようにバージョンアップを図り，３学期まで継続し
て取り組めるようにする。
・指導者が，常に児童同士がつながり合えるように意識して行くことができるよう
にしていく。
・「全くそう思わない」と答えている児童が，全体で2.3％いる。その児童を把握す
るとともに，ペア・グループでの活動を継続して取り入れることで，話合いに参加
できるようにしていく。
・ペア・グループ学習を効果的に活用できるような研修を行う。
・ブロックごとの教材研究を進め，どのような力をつけるのか，そのために何を教
えるのかを明確にし，めあてと振り返りにもつなげられるようにする。

社会に繋がる自
律に向けて，規
範意識を高める.
規範意識を高め
る。

「時間を守る」ことを通して，
自ら考え，見通しをもって行
動しようとする態度を育成す
る。

「時間を守って行動できた」児童の割合を
85％以上にする。

85% 93% 109% A 93% 109% A

◎３時間目開始・業間の５分間（２時間目開始・４時間目開始）
の場面に絞り，日々振り返りを行う。
○「時間を守る」基準を明確にし，全職員で共通認識をもって取
り組む。
○自伸会朝会で達成率の高いクラスを表彰する。

○時間を守ることができている児童の割合は93%であり，高い
達成率を維持できている。年度当初から，ノーチャイムを続けて
きたことで，児童がチャイムに頼らなくても時間を守って行動で
きるようになってきた。
○ノーチャイムを続けたことにより，教職員の時間を守る意識も
高まり，ブレずに児童への指導を行うことができた。

・年度当初に「時間を守る」基準を全職員で確認し，統一して指導できる体制づく
りを行う。
・達成率の高いクラスを表彰したり放送で紹介したりし，児童への肯定的な評価
を行うことを継続する。

児童相互の評価
を通して，積極
的な生徒指導を
進める。

自伸会目標を達成するた
め，手立てを考え，意欲的に
取り組もうとする態度を育て
る。

毎月の自伸会目標が達成できた児童の割合
を85％以上にする。

85% 69% 81% B 73% 85% A

◎月目標の達成度を確認するために，帰りの会で毎日児童が
自己評価し，毎月最終週に集計と結果の分析を行う。
○児童が相互に尊重し，認め合える行動を，学年・学級で肯定
的に評価し，継続的に人間関係を育成する。
○自伸会朝会で達成率の高いクラスを表彰する。

○月目標の中の「ルールを守る」「クラスのみんなで外で遊ぶ」
といった内容の達成率は高かったが，「あいさつ」に関わる内容
の達成率は低く課題が残った。
○毎月の集計結果を自伸会執行部の児童が全校放送で伝え
ることで，頑張って取り組めた児童に対して，肯定的な評価を行
うことができた。

・児童・教職員ともに，自伸会執行部の掲げた月目標を意識して行動できるよ
う，毎日の朝の会で内容を確認したり帰りの会で振り返りを行ったりする。
・自伸会執行部を中心に，毎月の取組内容や集計結果の分析を行い，児童が頑
張ったことや良かったことについて積極的に肯定的な評価を行っていく。

健
や
か
な
体

組織的な健康
教育の推進に
より，健康・安
全で活力ある生
活を送るための
基礎を培う。

個の運動量を確
保し，体力・運動
能力の向上を図
る。

健康
積極的に体を動かすことを
楽しむ児童を育成する。

運動やスポーツ（体を動かすこと）が好きな児
童の割合を80％以上にする。

80% 70% 88% B 82% 103% A

◎児童が楽しく体を動かす機会や場を設定し，意欲を高めるよ
うな取組を実践する。（体育の授業，休憩時間の遊びの推奨，
家庭での体力つくりの奨励）
〇なわとびカードを活用し目標を持たせ，個の運動量を確保す
る。

〇「体を動かすことが好き」と答えた児童は，1年75.0％→
96.7％，2年70.7％→87.0％，3年70.8％→84.7％，4年70.9％→
83.8％，5年60.0％→54.0％，6年72.7→83.5％で，全体では
70.4％→81.6％だった。21クラス中17クラスは変わらないか増え
ていて，全体的に体を動かすことが好きな児童は増加した。

・休憩時間や学級活動の中で，学級レクやクラス対抗ゲームを実施し楽しく体を
動かす機会を確保し，実践内容を全体交流していく。
・体育の授業の中で，楽しく運動できるような工夫や，より効果的な運動を行える
ような授業改善を行う。
・マラソン記録会に向けて，持久力を付けるよう授業の中で計画的に取り組んで
いく。

学ぶ意欲が向上
する環境づくりを
進めるとともに，
情報発信を進め
る。

家庭との連携により，家庭
学習の充実を図り，児童の
学ぶ意欲が向上している。

保護者アンケートによる「児童が自主学習に
取り組んでいる」と思える保護者の肯定的評
価を80％以上とする。

80% 65% 81% B 63% 79% C

○落ち着いた学級づくりのための学校環境を整える。
◎家庭学習を量から質へ見直し，自主学習を促すことで，実効
性の高い学習を進める。
○取組や児童の様子が伝わる，保護者に分かりやすい情報を
定期的に発信する。
　・学校通信(学校便り・給食便り・保健便り・学年便り）
を月に１回以上，学級通信を月に２回以上発信する。
　・ホームページを週に１回以上更新する。

〇自主学習は，全学年取り組み，内容も充実していている。保
護者が家庭学習において児童が自主学習にと取り組んでいる
と感じるまでにはいたっていない。学級通信で自主学習の取組
を積極的に伝え合ている教職員は6割で，学校全体が積極的に
情報発信が行えているとは言い難い。

・次年度から児童一人一台による学習がタブレットを使っての学習が始まる。家
庭学習の内容，形態も考え，児童が学習内容，方法を選択肢，主体的に学習に
取り組めるように準備を進めている段階である。

教職員の成長と
組織の成熟を促
す働き方を進め
る。

組織の生産性を高め，教職
員が主体的に考え，交感し
ながら行動できる。

教職員が生産的な仕事ができていると感じ，
自己受容し豊かに働けていると思える教職
員を90%以上にする。

80% 88% 110% A 93% 116% A

◎学校行事や日課等を見直し，カリキュラムマネジメントを進め
る。
○教職員の在校時間を分析し，働き方を組織的に支援する。
○「観を磨き」「対話を紡ぎ」「組織を繋ぐ」「働き方を宿す」研修
を行い，フィードバックを実践し，人材育成を図る。

〇教職員の在校時間は，この1年で大きく改善できた。1月の平
均在校時間は，昨年度51時間に対し，本年度は，33時間となっ
た。70時間を超える教職員もいなくなり，80時時間を超える教職
員もいない。学校行事は，コロナ禍の影響で中止せざるを得な
かったが，日課を大きく変え，児童の下校時刻を早めたことや
会議の回数や時間を削減し，効率的な会議運営も行えてきた。
その分学級事務等への個人の時間が増えている。
〇「学校の仕事にやりがいを感じている」93.8％から93.8％と変
わっていない。「学校の仕事を通して自分は成長していると感じ
ている」81.3％から93.8％と教職員の肯定的評価が高くなった。
また，1学期に低い値だった「学校の業務改善」66.7％から
84.8％，「自分の働き方の見直し」71％から75％となり向上が見
られた。

・本年度は，大きな学校行事が行えなかった。次年度は，コロナ禍においても感
染状況によって運動会，参観日，十小文化発表会等の実施について検討を進め
ているところである。本年度，5月に教職員のダンス配信や1月に「十小ムー
ビー」として今，児童が夢中になっている好きなことを配信していった。マラソン大
会も企画していたが感染拡大によって中止せざるを得なかった。いずれも教職員
のアイデアから生まれた取組である。来年度も教職員からのボトムアップを大切
にして取組を進めたい。これらのことは，教職員の仕事へのやりがいにつなが
り，教職員の成長につながる取組になる。

達成度＝達成値÷目標値×１００ 【評価】　Ａ（目標達成）：達成度≧１００　　　Ｂ（ほぼ達成）：８０≦達成度＜１００　　Ｃ（もう少し）：６０≦達成度＜８０　　Ｄ（できていない）：達成度＜６０

評価結果の分析・達成状況１月
目標値達成目標

令和２年度　三次市立十日市小学校　学校評価自己評価表　（中期経営目標を設定してから１年目）　

高い志を持ち　夢の実現に向けてたくましく生きる児童の育成

経営理念

学校教育目標

「知・徳・体」の基礎･基本の徹底を図り，地域に貢献する高い志を持った人材を育成する。

現状と今年度の重点

｢確かな学力をつける学校」・「夢や目標に向かってチャレンジする学校」・「子どもたちの笑顔あふれる安心・安全な学校」をめざす。

生活

評価計画

担当

児童に基礎的
な知識・技能を
習得させるとと
もに，課題解決
のために必要
な思考力・判断
力・表現力を育
成する。

短期経営目標 成果指標（効果を見取る目安）

規範意識の向
上と積極的な生
徒指導の推進
により，児童の
自己肯定感を
高め，児童が相
互に尊重し認め
合える人間関
係を育成する。

確
か
な
学
力

学校・家庭・地
域との連携を深
め，信頼と感動
のある学校づく
りを進める。

信
頼
さ
れ
る
学
校

これまで「広島県小学校生徒指導実践指定校」として，不登校児童をなくし, 不登校を未然に防ぐためにお互いが認め合い安心して学べる学級・学校作りをめざして，積極的な生徒指導を進めてきた。しかし，不登校児童は，９名おり，問題行動も多く生起した。また，すべての児童に確かな学力をつけるために，特別支援教育の理念に
基づいた授業改善に組織的に取り組んできた。その結果，学習に取り組める児童は増えてきた。平成28年度より2年間「『学びの変革』パイロット校事業実践指定校」に指定され，課題発見・解決学習を取り入れた授業改善を進め，国語科・総合的な学習の時間において「主体的な学び」の深化に向けた単元開発を進めた。その結果，
三次市学力到達度検査において，学力の定着が見られた。本年度は，次年度単元開発した教材をより進化させるとともに，課題であった「読む力」をつけていく。また，特別支援教育の視点による指導と，規範意識の向上を目指し，主体的，対話的に学ぶ児童を育成する。

中期経営目標
来年度へ向けての改善方策

生活
教務
教頭

取組指標（目標を達成するための手立て）

自己評価
８月

豊
か
な
心


