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★★★

・学力調査等の課題を踏まえ，指導の
重点を定める。
・「ドリルタイム」「ことばタイム」を年間計
画に従って継続して取り組む。
・漢字・計算の反復練習や課題克服の
ための学習を実施する。
・「学力補充の時間」を確保し，個別指
導を行う。

・全国学力・学習状況調査において正
答率30％未満，無回答率を「０」をめざ
す。

・国語と算数の単元テストの平均点

95%

85%

96%

86%

101
%

101
%

Ａ

98%

85%

103
%

100
%

Ａ

・授業改善を進める。
・①めあてを提示し全員で確認する　②
自分の考えをしっかりもつ　③みんなの
考えを交流する　④ふりかえりの時間を
確保する。

・児童の授業満足度（よくわかる） 90% 89% 99% Ｂ 92% 102
%

Ａ

★★

規範意識を高め
る。

・生活目標を示し，「返事・あいさつ・くつ
そろえ」を点検させる。
・縦割り掃除を無言で行う。

・「返事・あいさつ・くつそろえ」の自己評
価

90% 90% 100
%

Ａ 88% 98% B

思いやりの心を
育てる。

・クラスチャレンジ，阿賀小オアシス隊，
阿賀小きれいにし隊等の活動の充実を
図る。
・「くん・さん」や「ほかほか言葉」を使う。

・「自分が好きだ」「自分にはよいところ
がある」の自己評価

80% 79% 99% Ｂ 75% 94% B

★

健康な生活を増
進させる。

・栄養教諭と連携した食に関する授業
の実施や委員会活動を巻き込んだ運動
を展開する。
・定期的に生活カードで点検する。

・「早ね・早おき・朝ごはん」の達成率
　　（毎日朝ごはんを食べる。）

97% 95% 98% Ｂ 97%
100
%

Ａ

体力の向上を図
る。

・体育授業の充実，阿賀小準備運動の
実施,  くれチャレンジマッチに挑戦させ
る。
・自己目標を明確にさせる。

・新体力テスト（５０ｍ走，ソフトボール投
げ，上体起こし）が県平均を上回る。

65% 36% 55% Ｄ 89%
137
%

Ａ

２月

学力の向上
基礎基本の学力
の定着を図る。

g　 指標
（効果を見とる目安）

自尊感情の高揚

基本的生活習慣
の定着と体力の
向上

重点
d 中期（３年間）

経営目標
e 短期（今年度）

経営目標
f　目標達成のための方策
（こんなことをして達成します）

h
目標
値

８月

c　中期経営目標を踏
まえた現状（進捗状況）
と今年度の重点

学校教育目標を新たに設定したことに伴い，中期経営目標を精査した。また，中学校区としての重点を整理した。

《本年度の重点　～阿賀中学校区小中一貫教育研究会に向けて～》
　生徒指導の三機能を生かした授業づくり・生活づくりを進め，主体的に学び，ともに伸びようとする児童生徒を育成する。
　　○　自己決定の場を与える　　　課題に対して，追求し，自分の考えを持つ。
　　○　自己存在感を与える　　　　活動の場を創り，発表・発信を通して成就感をもつ。
　　○　共感的人間関係を育む　　交流を通して，他者を認め合い・励まし合う。

　　スローガン　：　小学校　「仲間と力を合わせて，最後までやりきる」　　　中学校　「一生懸命が力になる」

評価計画（中期経営目標を設定してから　　　１　　２　　３　年目） 自己評価

育成すべき資質・能力 　知識・技能　　　　思考力・判断力・表現力　　　　自らへの自信　　　　思いやり・感謝・貢献

様式２ 平成31年2月5日

〈ミッション〉（学校の使命）
・地域との協働のもと　主体的・自律的に生きる子どもを育成する。

〈ビジョン〉（将来の学校像）
・阿賀学園地域教育連携協議会（アガデミア）の活動を生かして，「活気あ
る楽しい学校」「保護者・地域から信頼される学校」「やりがいのある学校」
をめざす。

平成３０年度　　評価計画及び自己評価

　阿賀中学校区　校番　８　　学校名　　呉市立阿賀小学校　

a　学校教育目標 ともに伸びる
ｂ　経営理念

ミッション・ビジョン

（　計画　　・中間　　・最終　）

【k：自己評価 評価】

Ａ：１００≦（目標達成） B：８０≦（ほぼ達成）＜１００

Ｃ：６０≦（もう少し）＜８０ Ｄ：（できていない）＜６０

貫

貫

貫



平成31年2月5日
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★★★

★★

規範意識を高
める。

思いやりの心
を育てる。

★

体力の向上を
図る。

平成３０年度　　結果の分析及び今後の改善策（案）

重点

（　中間 ・ 最終　）

d 中期（３年間）
経営目標

e 短期（１年間）
経営目標

l　結果の分析
（結果と課題をこう考えます）

m　今後の改善策（案）
（こう改善します（案））

基礎基本の学
力の定着を図
る。

○標準学力調査において，正答率３０％以上の
児童が９８％，回答率９８％で，目標値をおおむ
ね達成した。課題重点指導や最後までやりきる
指導により，学力が定着した。個人差に課題が
あり，正答率３０％未満の児童への個別支援が
必要である。
○単元テスト平均点は８５％で目標値を達成し
た。授業での基本的な考えの共有や視点を明
確にした交流が考えを深めることや定着に有効
であったと考えられる。しかし，算数科におい
て，意味を理解した立式や生活と関連した活用
問題に課題がある。
○児童の授業満足度は９０％で目標値を達成し
た。「めあてをもつ」「振り返りができる」は向上し
た。学習ゴールの明確化，振返りの視点提示が
有効であった。しかし「進んで発表しようとしてい
る」が足踏み状態である。

・学力補充や個別指導を学年・学校
体制で計画的に取り組むことを継続
する。
・授業において，ねらいに合った場
を設定し，基本的な考えの共有を丁
寧に指導する。また，視点を明確に
して交流させ，考えを深めさせる。
・授業やドリルタイムで式の説明・生
活と関連した問題を多く取り上げ
る。
・授業構成を考える際に，発表場面
の見通しをもち，児童の発言をつな
いでいく。

・基本的生活習慣については，児童へ
の指導だけでなく，保護者へも懇談会
や通信などを使って啓発していく。課題
のある児童については，個別指導を続
ける。
・児童に様々な外遊びを紹介し，外で遊
ぶことを奨励する。
・広島県平均値を掲示して自分の目標
とする記録を数値で意識させる。
・強化する種目を精選し，（本年度はソ
フトボール投げ・上体起こし､５０ｍ走）
体力作りを宿題に出すなど，家庭と連
携して取り組む。
・運動量を確保するとともにフォームや
体の使い方など指導する機会を増やし
た。課題種目の強化を図るカードが有
効であった。運動量や，指導の機会を
増やすことが有効なので，今後も継続し
たい。

自尊感情の高
揚

学力の向上

基本的生活習
慣の定着と体
力の向上

・進んであいさつができる児童に育
てるために，教師自らが率先垂範し
て取り組み，児童を感化していくと
共にオアシス隊等の活動が大きな
負担なく維持できるよう人的時間的
環境の整備を行う。
・学校，保護者，地域が協働しなが
ら，児童のよさを認めていけるよう，
児童のがんばっている姿を学校通
信等で積極的に発信していく。

○毎日早寝早起きをしている児童の割合は､昨
年と同程度(早寝55％，早起き70％）であり，早
寝に課題が残る。
○毎日の朝食摂取率は96.5％で，100％にとど
かなかった。毎日食べていないという児童は，1
学期1.3％から，2学期0.5％に減少した。
○広島県平均値（6月測定）を上回った種目の
割合（6月測定）は，男子は56％，女子は48％，
全体では，52％であった。(昨年度46％)
○ソフトボール投げは，県平均を上回った割合
が17％だったのに対し，1２月の測定では，75％
上回ることができた。
○上体起こしは，県平均を上回った割合が50％
だったのに対し，1２月の測定では，100％上回
ることができた。
○50ｍ走は，県平均を上回った割合が50％
だったのに対し，1２月の測定では，92％上回る
ことができた。

健康な生活を
増進させる。

○「あいさつや返事」では，児童の87％，保護者
の91％が，肯定的な自己評価をしている。前回
の調査と比べると児童は約２ポイントの減少，
保護者は横ばいである。「地域の人にあいさつ
をしている」の保護者の回答は75％であり，過
去最高を更新した。
○「くつそろえ」では，児童の89％が，肯定的な
自己評価をしている。依然として高い水準を維
持している。
○自己肯定感に関わる項目では，児童７５％が
肯定的な自己評価をしている。前回より約４ポ
イント減少した。児童を認める取組のより一層
の工夫が必要であることが分かった。

様式３

貫

貫

貫



・具体的なデータに基づいて分析ができている。
・効果があった取組を今後も継続してほしい。
・良い点，悪い点をしっかりと抽出しており，全く問題ない。

・次につながる改善策が示されている。
・効果があった取組を今後も継続してほしい。
・改善点を抽出できている。改善するための施策を適切に行っていこ
うとしていることが伝わってくる。

※　評価は，Ａ（とても適切），Ｂ（概ね適切），Ｃ（あまり適切でない），Ｄ（まったく適切でない），Ｎ（分からない）

自己評価の結果と分析
の適切さ

その他

・校長先生の広島県教育賞受賞をお祝いします。
・全ての教育活動や教育環境が充実している。継続してほしい。
・校長先生の学校経営方針のもと，学校が一丸となって取り組み，大きな成
果を上げている。地域・保護者の自慢の学校となっている。
・校長先生を始め職員がいかに本気で子ども達と向き合っていいるかがよく
分かる。

・課題をひとつずつ解決していくための方策が適切である。
・実態・課題を踏まえており，適切である。
・達成のために何が必要か適切に分析がなされ，それを具体的な取
組に移している。

平成３０年度　　　学校関係者評価及び改善策

理由・意見

・実践に基づいて客観性のあるものになっている。
・簡潔明瞭で分かりやすい。
・子どもの成長に欠かせない事柄についてしっかりと目標を設定し，
重点項目を確実に達成させようとする意思が伝わる。

目標，指標の設定の
適切さ

　　　　　阿賀中学校区　校番　8　　　学校名　　呉市立阿賀小学校　（　中間 ・ 最終　）

目標達成のための方策
の適切さ

平成31年2月5日

学校関係者評価を受け
ての今後の改善策

・効果があった取組について今後も継続して検証・改善に取り組む。
・児童が考えをもち，それを深められるような学習場面を設定する等の授業
改善に取り組む。
・学校・保護者・地域が協力し，児童が自己有用感，自己肯定感を高めらる
ような取組を継続する。
・日常的に体力つくりに取り組めるような場の設定を工夫する。
・保護者と連携し，基本的生活習慣の定着を図る。

今後の改善策（案）の
適切さ

評価項目 ※評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

様式４


