
（様式１－１）
令和３年度 学校評価報告書 大牟田市立天の原小学校（ＮＯ１）

学校教育目標 志をもって、自ら学び、心身を鍛え、人間性豊かな子供の育成 重点目標 自分で考え表現し、自己効力感を味わう子供の育成

評 価 計 画 自 己 評 価 学校関係者評価 改 善 計 画
重点目標 目標達成のための方策（取組指標） 成果指標 評価 結 果（成果○と課題△） 評価 コメント 次年度における改善策（案）

○めあてと振り返りのある授業の実施 ○学習に関する意識（自己効力感） ○めあてとまとめの整合性がある授業が ・学校の自己評価は適切である。 ・生活科・社会科で重点的に取り
学力の向上 ・毎時間子供に課題意識をもたせる導入 （教師の意識調査 ３Ｐ以上） ３ 多く見られるようになってきた。 ・１時間の授業の展開が工夫さ 組んだ交流活動を、国語科・算

・毎時間内容、学び方の振り返り （児童自己評価 ４Ｐ以上） △既習内容とのズレや問題意識を持たせ Ａ れているのがよくわかる。 数科等、他教科にも広げ、児童
重 られるような教材提示の工夫。 ・交流活動の仕組み方やめあて の思考力・表現力の育成を図る。

○考えを交流する授業の実施 ○学習に関する意識（思考力・表現力） ○付箋紙やホワイトボード等を活用した のもたせ方など、授業に対し ・学力低位層の児童を中心に学力テ
・一日一回以上ペアやグループでの交流 （児童自己評価 ４Ｐ以上） ４ 活発な交流ができている。 Ａ ての学校の努力の成果が見ら ストや市販テストの結果を詳細に

点 ・ノート指導と評価（週１回） （教師の意識調査 ３Ｐ以上） △事実や考えを関係づけたり序列化した れる。 分析し、定着が不十分な内容を天
りする思考を促す活動の工夫が必要。 ・先生方が授業の工夫をされて、 の原タイムや家庭学習で補充す

○基礎学力の定着に関する取組 ○市販テストによる達成 ○計算や漢字を中心に基礎･基本的な内容 子どもたちの学力向上に繋が る。
標 ・天の原タイム：計算、言葉（週３回）、 （学期末テストにおける得点率80％以上） が徐々に定着してきた。 っていると思う。 ・本年度の海洋教育の活動実績をも

朝読書（週３回）、学力向上タイム（国、 〇学校テストによる達成(得点率80％以上) ３ △学力低位層の児童に対する個に応じた Ａ ・天の原タイムなどの帯の時間 とに、児童の環境に対する意識が
算の習熟、前学年の復習：月２回） ○TK式学力検査による達成（前年度比２Ｐ向上） 指導方法や指導体制の工夫。 での計算や漢字の習熟は、子 より高まるよう、カリキュラムや

に ・家庭学習旬間の実施（学期２回） ○家庭学習取組状況（９０％以上） どもの学力向上に繋がってい 内容を見直していく。
○学習規律と学び方の指導と評価の実施 ○学習に関する意識 ○「学びの名人」を共通実践し、学習規 る。 ・「学びの名人」についての共通実
・「学びの名人」（学期1回）「振り返りカー （児童自己評価 ４Ｐ以上） ４ 律や学び方が定着した。 Ａ ・身近な環境問題に対して意識 践を継続し、振り返りについて

関 ド」（月1回）を活用した指導と評価 （教師による評価 ３Ｐ以上） △児童と教師の評価のズレの分析。 の高まりが見られるので、海 は、取組内容の掲示や個人カー
○海洋教育の充実 ○海洋教育に関するアンケート ○児童の身近な環境問題に対する関心意 洋教育は、今後もぜひ続けて ド等を活用し、個々が意識でき
・必然性のある体験活動の位置付け （児童評価４Ｐ、教師３Ｐ） ３ 欲が高まった。 Ａ 取り組んでほしい。 るようにすることで、学習規律

す ・探究的活動を促すストーリーマップ △コロナ禍に応じたｶﾘｷｭﾗﾑの見直し。 の徹底や学び方の定着を図る。
○道徳と特別活動の関連指導 ○学校生活アンケート「自己概念」 ○学級活動や行事等と道徳を関連させ、 ・学校の自己評価は適切である。 ・児童会活動や行事との関連を図

人間関係力と ・学級、学年経営のＰＤＣＡの実施 （０．９Ｐ以上） めあてをもたせて活動に取り組ませた ・「自己概念」や「友だちとの関 り、縦割り活動を充実させ、上級
る 自尊感情の向 ・児童の肯定的評価（各児童週３回以上） ○学校生活アンケート「友だちとの関係」 ４ ことで児童の各活動での充実感につな Ａ 係」「教師との関係」に対して 生のリーダーシップが発揮できる

上 ・縦割り活動の実施（月２回） 「教師との関係」（１．１Ｐ以上） がった。 の子どもの意識に変化が見ら 場を仕組み、達成感や有用感を得
・ＳＤＧｓを設定した委員会活動の取組 △来年度における肯定的評価の向上。 れる。 られるようにする。

評 ○徳育部（教師）と児童会が連携した挨拶 ○挨拶への意識調査 ○テーマを決めた強化月間等の取組で、 ・子ども自身の人間力の向上に ・挨拶運動の取組をさらに推進する
運動 （児童自己評価 ４Ｐ以上） ３ あいさつの質が高まってきた。 Ａ 努めてほしい。 とともに、登下校時の挨拶や感謝
・取組期間の設定と評価（月１回） （教師、地域による評価 ３Ｐ以上） △地域での挨拶の推進。 ・見守り隊等で地域での挨拶も の気持ちを確かに伝えることの指

価 ○「さん」付け、「言葉遣い」「靴」につい ○言葉遣いや生活面に関する意識調査 ○「さん」付けの呼び方はほとんどの学 率先して続けようと思う。 導を徹底し、自分から挨拶をした
ての教師による肯定評価 （児童自己評価 ４Ｐ以上） ３ 級で定着している。 Ａ ・６年生のリーダー性を高める り、礼儀正しい態度をとったりす
・帰りの会や学活、日常評価（週１回） （教師による評価 ３Ｐ以上） △相手の気持ちを考えた言葉遣いの指導 取組は、６年生の姿から下級 る子どもの育成を図る。

の継続。 生も学ぶことができるので続 ・清掃活動の重点を「無言清掃」と
○清掃指導における児童への教職員の指導 ○清掃に関する意識調査 ○６年生をリーダーとして時間いっぱい けてほしい。 し、その取組の意義を考えさせた
と肯定評価の実施 （児童自己評価 ４Ｐ以上） ４ 掃除する姿が見られる。 Ａ り、振り返り等で自己評価させた
・リーダーの評価と児童の評価（週２回） （教師による評価 ３Ｐ以上） △無言清掃の徹底。 りして豊かな心の育成を図る。

○給食の量等の自己決定 ○自己決定達成児童９０％以上 ３ ○食べる量を事前に決めさせたことで、 Ａ ・学校の自己評価は適切である。 ・個に応じた給食指導ができるよ
体力の向上 （教師による評価） 給食の残量がとても少なかった。 ・外遊びが大好きだという子ど う、食べる量の自己決定を継続し

○外遊びの奨励と全校運動の実施 ○外遊びに調査（自己評価 ４Ｐ以上） ○業間休みや昼休みの時間、たくさんの もたちの様子が説明やアンケ て実施していく。
・毎日の外遊び ○体力テストの目標達成：柔軟性、俊敏性 ３ 児童が、外で遊ぶ姿が見られる。 Ａ ートの結果からよくわかる。 ・体力テストの結果を分析し、課題
・パワーアップ体操（週１回以上） 走力（前年度比向上） △体力ﾃｽﾄの結果に応じた取組の工夫。 ・自分で目標を決めて運動を行 に応じた全校運動を実施する。

○体育学習の充実 ○体育の授業への意識 ○めあてを意識した活動が見られた。 うなど、子どもの自主的な取 ・個人や全体のめあてがある体育の
・課題意識のある授業（めあての視覚化） （児童の自己評価 ４Ｐ以上） ３ △コロナ禍における運動の行い方を充実 Ａ 組が必要である。 授業を実践する。
・運動量５０％以上を確保 （教師による評価 ３Ｐ以上） させる。

○児童会主体の「友だち応援隊」による、 ○アンケートやチェックリストは実施し ・学校の自己評価は適切である。 ・いじめに関する道徳や学活等の授
いじめをしな 良い行いの児童の紹介（月１回） ○いじめに関する意識 た後、子供へ聞き取りを行ったり、結 ・いじめは小さなことも見逃さ 業の充実を図り、互いのよさを認

い い・許さない ・いじめをしない、許さない 果を共有したりして、いじめの早期発 ないように見てほしい。 め合う学級づくりに努める。
じ 子供の育成 ○アンケート、チェックリストを毎月実施 （９０％以上） 見や対応に生かした。 ・子どもたち同士が互いのよさ ・毎月の校内部会で配慮を要する児
め ・児童アンケート ・学校が楽しい（８０％以上） ○ＳＣやＳＳＷなど、専門家とも連携し、 を認め合い、学校が楽しいと 童の様子や指導についての共通理
防 ・教師によるチェックリスト ３ 取り組むことができた。 Ａ 思ってくれる子どもが100％に 解を図り、組織的に対応していく。
止 ・学期一回の保護者アンケート ○認知したいじめの解消１００％ △外部講師等を活用し、いじめ防止や対 なるように活動を工夫してほ ・多面的な児童理解の仕方やいじめ

・教育相談（アンケート実施後） 応等に関する研修を計画的に行う。 しい。 の未然防止の対策等の職員研修を
○いじめ防止対策委員会を年間３回開催 ・学校や地域だけでなく家庭の 計画的に行う。
○職員研修の実施（学期１回） 教育力の向上が重要である。

不 ○生活アンケート、教師チェックリスト、 ○学校生活アンケート ○不登校児童と担任や学級とのつながり ・学校の自己評価は適切である。 ・フェイスシート等を活用し、不登
登 不登校を出さ 教育相談の実施（月１回） ・「登校意欲」（１．０Ｐ以上） は、様々な形でもつことができている。 ・不登校は、解決まで難しいと 校の要因を分析し、それに応じた
校 ない学校 ○マンツーマン対応の共有 ○前年度比における不登校児童増加率 ３ △関係機関や保護者との連携等を含め組 Ａ 思うが、家庭の協力を得なが 対応策を考えていく。
防 ・月１回の校内部会 １以下 織的な対応の充実を図る。 ら進めてほしい。 ・関係機関や保護者と連携し、組織
止 ○関係機関やＳＣやＳＳＷとの連携 ○アクション３の実施率１００％ 的な対応を続けていく。

○働き方改革推進委員会による業務見直し ○教師側の働き方改革の意識も高まって ・学校の自己評価は適切である。 ・ＩＣＴを活用し、業務の効率化を
働 ライフワーク ・学期１回 いる。 ・先生方が健康をこわさないよ 図る。
き バランスのと ○時間の効率的な運用 ○職員の時間外勤務平均時間１０％減 ○校支援の回覧板機能の活用が定着し、 うに気をつけていただきたい。 ・職員の一人一人の役割や職員全体
方 れた働き方の ・教材等のデータの整理 （前年度比） ３ 会議資料等の準備の効率化が図られて Ａ ・先生の残業を減らすため働き で向かう目標などを明確化し、働
改 推進 ・校支援やホワイトボートによる連絡 ○職員の職務遂行満足度３Ｐ以上 いる。 方改革に尽力してほしい。 きがいのある職場にしていく。
革 （意識調査） △定時退庁日（週1回）の確実な実施、退 ・子供と直接関わる時間を大切 ・行事等を見直すとともに、会議の

○協働的な職員間の関係づくり 庁時刻の徹底を図る。 にしてほしい。 行い方を工夫して、職員の放課後
・提案型、プロジェクト型による取組 の時間を確保する。

◇ 評価について ・【自 己 評 価】 ４：目標達成（９０％以上） ３：ほぼ達成（７０％～９０％） ２：もう少し（６０％～７０％） １：できていない（６０％未満）
・【学校関係者評価】 Ａ：自己評価は適切である Ｂ：自己評価は上方修正すべきである Ｃ：自己評価は下方修正すべきである


