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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

・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

★★

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

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

★

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

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

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30年9月3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30年10月2日
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★★★

★★

規範意識を高
める。

思いやりの心を
育てる。

★

健康な生活を
増進させる。

体力の向上を
図る。

○「あいさつや返事」では，児童の89％，保護者
の91％が，肯定的な自己評価をしている。昨年
度のこの時期と比べると数値の上昇がみられ
る。「地域の人にあいさつをしている」の保護者
の回答は74％であり，過去最高である。
○「くつそろえ」では，児童の9１％が，肯定的な
自己評価をしている。昨年度末より，90％以上
を保持している。
○「自分にはよいところがある」では，児童７９％
が肯定的な自己評価しており，目標値まであと
わずかである。今後も認めることを通して高めて
いきたい。

自尊感情の高
揚

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。

○全国学力・学習状況調査において，正答率
30％未満の児童が６％無回答率が２％で，目標
値をおおむね達成した。課題の重点化や最後ま
でやりきる指導により，学力の定着や回答率が
向上した。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86％で目標値を達成し
た。授業での基本的な考えの共有や授業とリン
クさせたドリルタイム・家庭学習の取組が有効で
あった。しかし，情報の読取りやそれを活用した
考察・記述に課題が残る。
○児童の「授業満足度」は89％で，目標値より
1％低かった。「進んで発表しようとしている」が
前年度78％から81％と少し向上しているが，関
心・意欲に課題がある。学力調査結果より，友
達との話合いの有効性を感じているので，関心
意欲や自信につなげていく手立てが必要であ
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，基本的な考えの共
有を丁寧に指導し，個別に支援の
手立てを考えておく。
・重点課題である情報の読取り・整
理の学習では，関連する単元で全
学年の系統性を考慮して指導に当
たる。
・関心・意欲を高め，主体的な学び
（考えの表出）につながるよう，課題
との出会わせ方や提示の仕方を改
善していく。
・交流のもたせ方を吟味し，ねらい
に合った場の設定や考えを深める
ための場になるようにする。

・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。
・体育館を開放し，保健体育部，運動委
員会で休み時間に走のタイム（ダッシュ
リレー），投の運動（シャトルスローリ
レー）に取り組む場を提供し，くれチャレ
ンジマッチスタジアムに参加する。
・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）家
庭や委員会と連携を図り，カードを用い
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
会を増やしていく。
・カードの取組とともに帰りの会の時間
などで，児童・教員で運動に取り組む時
間を作り，動き方を確認する時間を担保
する。

○広島県平均値を上回った種目の割合は，男
子は５６％，女子は４８％，全体では，５２％で
あった。(昨年度４６％)
○本校の課題種目である反復横とびは，昨年
度県平均を上回った割合が２５％だったのに対
し，本年度は練習の場を設定し，指導や挑戦の
機会を増やすことで，８３％と大きく上回ることが
できた。
○本年度は，長座体前屈，上体起こし，ソフト
ボール投げに大きな課題がみられる。

○早寝早起きができた児童の割合は､昨年と同
程度であった。
○早起きについては､2年生が昨年土より､１４％
向上した。８時10分までに登校しようという学校
のきまりが定着した。
○朝食摂取率が９５％と､１００％にとどかなかっ
た。

学力の向上

基本的生活習
慣の定着と体力

の向上

・すす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を一層
充実させる。
・学級全体が協力して，一つの望ま
しい目標に向かって努力すること
で，達成感や共感的人間関係を感
じられる「クラスチャレンジ」を今後も
学期ごとに実施する。各学期，目標
を達成したクラスは全校放送で紹介
し，評価していく。このことにより，学
級の絆を深め，自分のことだけでな
く，他者のことを考えた言動が自ら
できるようにする。

様式３

貫

貫

貫



・目標値を適切に設定し，学力調査・新体力テスト等の結果を分析
し，課題を位置づけ，学校全体で継続的に取り組み，数値化して客
観的に自己評価している。
・あいさつや返事，くつそろえについての児童の自己評価の分析は
適切である。
・アンケート結果だけでなく，経年比較や昨年度との比較が示されて
おり説得力がある。
・学校の努力が数値に表れている。

・よりよいものを求めて常に工夫して取り組もうとする意欲が伺える。
・学力調査や新体力テストの検証はできているが，今年度中に児童
が意欲を持って取り組み，それを実証できる場（学校独自での学力・
体力テストなど）の設定が必要ではないか。
・現状でも充分結果が出ているが，改善策のスケジュール管理によ
り確実に実施されることを期待している。
・ボトムアップに取り組みながらも，できる項目をさらに伸ばしていくと
いう姿勢が見られた。

※　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

・校長のリーダーシップのもと学校全体が一丸となって教育活動を推進し素
晴らしい成果をあげている。児童も教職員も「ともに伸びる学校」を実現して
いる。各教室で子ども達がしっかり話を聞き，学び合っている姿が印象的で
ある。
・どの学年・学級においても学習態度がよく，授業に集中している様子が見
られる。この継続した取組の成果が，学力向上や，自尊感情の高揚・基本的
生活習慣の定着と体力の向上につながっている。これからも学校経営目標
の達成に向け「チーム阿賀小」で，一丸となって取組を推進してほしい。

・実践での課題について目標達成のために何が必要なのかがしっか
り分析され，積極的に方策が示されている。また，短いスパンで実行
でき，検証可能なものとなっている。
「知」・・・基礎基本の学力の定着においては，方策の重点化と継続
性が図られている。
「徳」・・・規範意識を育てるために，あいさつ・返事・くつそろえの徹底
が継続されている。
「体」・・・体育科の授業の充実と，日常的に体力つくり・健康つくりが
行える方策である。

平成３０年度　　　学校関係者評価及び改善策

理由・意見

・実態に即して工夫していく努力が示されている。着実に達成してい
けるような目標設定をしてステップアップを図っていることがよく分か
る。学校全体で前向きに取り組んでいる。
・体力の向上では，新体テストの結果は，今後の指標としては検証
が難しいのではないか。

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30年10月2日

学校関係者評価を受け
ての今後の改善策

・学力調査等の分析結果をもとにした改善計画に学校体制で見通しをもって
取り組む。
・児童が達成感を持てる場を計画的に設定すること等を通して，児童の自己
有用感を育む教育活動を推進する。
・体力つくりについては強化する種目（ソフトボール投げ，上体起こし，５０ｍ
走）を精選し指導するとともに，自己目標を明確にさせて意欲的に取り組め
るようにする。

今後の改善策（案）の
適切さ

評価項目 ※評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

様式４


