
令和３年度 学校評価報告書 大牟田市立玉川小学校（ＮＯ１）

学校教育目標 志を持ち、自ら考え行動できる児童の育成 重点目標 自他のよさを認め合い、自分で考え、自分から動く力の育成

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）

○明確なめあてとまとめのある授業づくり ○全国学力状況調査 （一昨年度＋１） ○全国学力状況調査、標準学力検査等において、 ・評価は適切である。 ・学力向上を図るために、日常的に児童が主

学力の向上 ○個々の学力分析と指導計画の策定 ○標準学力検査 （昨年度＋２） ３ 全国や県平均と比べ、同程度か平均以上となっ Ａ ・全国学力状況調査、標準学力検査、市販の 体的な学習ができるように今後もOJT等を取

○毎時間の振り返り活動の位置づけ ○市販テスト （８５点以上の児童８０％） ている学年が多い。 テスト等において、前年度より伸びている り入れて授業改善をしていく。また、小規

重 ○基礎・基本の定着 ○学習形態（少人数学習、ＴＴ学習等）を工夫した ○玉川っ子検定の初回合格率 ８０％以上 ○３ステップの交流を通して、伝えただけになり ことは大いに評価できる。 模学級にしかできない、一人一人出番の多

○個に応じた指導 きめ細かな指導による授業づくり ○３ステップの交流を通して、友達と交流できる児童 ３ がちだった交流活動が、考えを確かめたり、ま Ｂ ・計画的なカリキュラムに従って指導された い、子供が主役の授業づくりに取り組む。

○自分の考えをもち ○ペアで考えを伝え合い表現する場の設定 ９０％ とめたりと、考えや学びの姿に変容が見られる 結果が、学力の向上に着実につながってい ・個に応じた学習がより充実できるように、

点 表現する ○特別な教育的支援を要する児童への手立ての工夫 ○実態把握し、個別の指導計画･支援計画の確実な策定 ようになった。 る。 習熟度別少人数学習やティームティーチン

○環境整備 ・見直し △個別の支援計画・指導計画の見直しを行った ・学力向上に関して、「進んで学習する力」を グ学習の行い方を工夫する。

○自学習慣の育成 ○ユニバーサルデザインの視点を意識した授業改善 ○シンプル・クリア・ビジョン・シェアを取り入れ、 ３ が、実際に指導に生かしていけるようにしてい Ａ さらに高めていただくことを期待する。 ・個の学力保障へつなげることができるよう、

目 ○学習のあゆみの適時適切な掲示 子ども一人一人が分かる授業づくり く必要がある。 ・とても素直な子供たちであるけれど、全体 個の学習状況調査カルテ等を再度見直し、

○計画的な学級訪問(月１回以上)と評価 ○昨年度に引き続き、ユニバーサルデザインを意 的におとなしい。もっと自己表現ができる 実際に授業の中で個別の支援に効果的に活

○家庭学習強調旬間の実施（学期１回）による家庭 ○家庭学習アンケート 識した授業ができた。 力を身につけられるよう、校内研修等で取 用できるよう工夫する。

標 との連携 ・自己評価「自分から進んで学習した」80％ ４ ○適時適切に、校内環境整備をすることができた。 Ａ り組んでいただくことをお願いする。 ・家庭学習については、今後も4T家庭学習を

・保護者アンケート「進んで取り組んでいた」80％ ○４Ｔ学習では、上学年の児童においては、習慣 取り入れて、主体的な家庭学習ができるよ

○自主学習の導入と充実 ○４Ｔ学習が定着している児童 ８０％ 化が図られつつある。 うに継続して取り組む。

（Target，Trial，Thinking，Training）

に ○いつでも・どこでも・だれにでも自分から挨拶 ○先生・友達・地域の方に気持ちよく挨拶する児童 ○児童会の挨拶運動を中心に挨拶の定着を行い、 ・評価は適切である。 ・めざす挨拶の姿をキーワード化し明確に示

心の教育 ・児童会による挨拶運動の推進 ９０％以上 自分から挨拶ができる児童がかなり増えてき ・気持ちのよい挨拶ができている子供たちが すことで、子供たちの意識を高めることが

○友達のよさに気づかせる学級経営 ○毎月クラス全員のいいところ見つけの実施 ４ た。いいところ見つけは、全クラスで確実に取 Ａ たくさんいる。 できるようにする。また、教職員の共通理

関 ○挨拶や認め合いの り組むことができた。 ・自然観察会での子供たちの行動の様子から、 解、共通指導のもと、指導の徹底を図って

充実 ○縦割り活動において主体的に活動できる場の設定 ○児童の参画意識の向上 ○縦割り会議をする場を設定し、各縦割りグルー 自然や生き物に対する興味・関心の高さ、 取り組む。

○縦割り活動の充実 と手立ての工夫 ・自己評価 ３以上 ３ プ毎に生活に関してのめあてを決めて取り組む Ａ 新しい発見したときの感動する心を感じる ・子供たちが自分達でよりよい学校づくりに

す ○読書週間、読み聞かせ活動の実施 ○読書への関心の高まり「進んで本を読んだ」３．５ ことができた。 ことができる。子供たちの心にゆとりがあ ついて考え、行動できるようにするために、

○読書活動の推進 ○読書の日常化 ○毎月5枚以上「おすすめの本紹介カード」の作成 ○教師(担任外)による読み聞かせを実施したり、 るように感じられてとてもよい。 縦割り会議を工夫して取り組む。

読書タイムや読書週間等の取組をしたりし、読 ・これからも読書活動の取組の工夫を通して、 ・読書旬間の工夫や読書ボランティアとの連

る ○教育活動全般を通してのボランティア活動の充実 ○自分から進んでボランティア的行動ができる児童 ３ 書に対しての関心も高まり、進んで本を読む児 Ａ 読書の日常化が図られるよう取り組んでほ 携等を再開し、読書の習慣化と読書内容の

○ボランティア活動 ９０％以上 童が増えた。 しい。 深化を図る。

の充実 ○認め合う活動や役割をやり遂げさせることによる ○「得意なこと自慢できることがある」２以上 ○自尊感情に係る児童アンケートの結果は良好で ・今後も縦割り会議などで、子供たちが自分 ・人の役に立つ喜びを味わわせ、自尊感情が

評 ○自己肯定感の向上 自己肯定感・自己有用感の向上 「役に立っている」２以上 ある。 たちで考え、行動し振り返る場を設定し取 向上するように、教育活動全般を通してボ

り組んでほしい。 ランティア活動を位置付けて実践する。

○外遊びの紹介をし、遊びのバリエーションを増や ○１日３０分以上の外遊びをしているしている児童 △暖かい時期は、外遊びをする子供が多くいたが、 ・評価は適切である。 ・体育科の授業において、１単位時間に３０

価 体力・健康の向上 し体力アップを図る。 ８０％ 寒くなってきてよく遊ぶ子どもとそうではない ・授業の中で、体力・健康の向上を図るため 分以上の運動量を確保し取り組む。また、

○外遊びの奨励 ○柔軟性を高める準備運動・大牟田っ子ストレッチ ３ 子どもで２極化している。 Ａ の取組を充実させる必要がある。 業間運動や外遊びを通して体力向上を図る。

○柔軟性の向上 の実施 ○体力アップをめざした業間運動の実施 ○２学期後半より業間運動を実施し、体力アップ ・休み時間に運動場で走り回っている児童を ・地域の特色を生かした食育の充実が図れる

○食育への関心 ○業間運動の取組（２学期以降） ・長縄、短縄、５分間走 につながった。業間運動がきっかけで、外で縄 よく見かける。日常的に体を動かし遊んで よう、年間計画を見直し実践する。

（ESD） ○年間計画に基づいた食育の充実 ○地域の特色を生かした食育の充実 跳びをする子が増えた。 いることは、体力向上につながっていると ・次年度の重点目標「伝える力の育成」の達

・年間計画の確実な実施 ○新型コロナウイルス拡大防止のためにできない Ａ 思う。 成に向けて、学んだことを進んで実践し発

信頼される学校 ○重点目標を具体化した３つのめあての実践と達成 ○重点目標達成への意識向上「よさを認め合う」「自ら 学習もあったが、地域の方々の協力もあり、人 ・玉川の地域の特色を生かした学習は、地域 信する力の伸長を図る。

○重点目標の達成 ○地域の方を積極的にGTに活用し連携を深め、進ん 考える」「進んで行動する」８０％ ３ 材活用して充実した学習ができた。 Ａ の人々の協力のもとで学び、児童が玉川の ・今後も計画的に地域の人材活用を行い、体

○地域との関わり で関わる。 ○地域学習に意欲的に取り組む児童 ８０％ △自分で考える態度は身についてきているが、進 よさを知る貴重な学習となっている。これ 験活動を通して玉川の地域のよさを味わい、

○ユネスコスクール ○ユネスコスクール加盟校との交流 ○学習した内容の交流と地域への発信 んで行動する部分にまだ課題がみられる。 からも郷土愛を育む教育を継続して取り組 地域の自然・環境、文化財や地域行事等を

の充実 んでほしい。 大切にする心を育む。

○いじめ防止アンケート等による早期発見・早期対 ○毎月のいじめ防止アンケートと学期ごとの家庭向け ○いじめ防止アンケート等の毎月の実施により、 ・評価は適切である。 ・各種アンケートや日頃の子供の様子をもと

い 応 いじめ防止アンケートの実施と対応 いじめの早期対応、早期解決に努めることがで ・普段から、先生方と子供たちとのコミュニ に児童理解を図り、複数の教師の目でいじ

じ ○未然防止 ○学校生活アンケートの実施・分析 ・項目「友達との関係」 1．2以上 ４ きた。また、生徒指導全体会で、全職員で情報 Ａ ケーションがよくとれている中で、毎月の めの早期発見、早期対応に取り組む。

め ・早期発見 ○教育相談 共有して取り組むことができた。 いじめ防止アンケート実施や全職員での生 ・今後もメルシーアーチ等の取組を通して、

防 ・早期対応 ○「メルシーアーチ」「いいところ見つけ」の取組 ○自分や友達のよさを見つけ、言語化できる児童 ○児童会を中心にしたメルシーアーチ等を通して 徒指導全体会の実施など、いじめに対する 自分達のよさに気づいていくことができる

止 ９０％以上 ４ 計画的に取り組んだことで、自分達のよさに気 Ａ 意識の共有ができている。 ように継続して取り組む。

○「思いやり・親切」の取組 ○さんづけの徹底(児童) づくことができた。 ・これからも、いじめの早期対応、早期解決 ・いじめ対策委員会で、SSWやSCから専門的な

○「いじめ防止」研修会の実施と心理・福祉・医療 ○「いじめ防止対策委員会」年３回の実施 ○「いじめ防止対策委員会」を実施しSSWやSCか に関係機関と連携しながら努めてほしい。 助言をいただき、全職員の共通理解のもと

の専門家との連携 ○各専門家との定期的な情報交換 ４ ら適切な助言をいただき指導に生かせた。 Ａ いじめがない学級づくりに取り組む。

○毎日の児童観察や家庭連絡による未然防止の徹底 ○不登校傾向児童の把握、減少 ○保護者や本人、SSWや養護教諭も参加した応援 ・評価は適切である。 ・保護者や本人、SSWや養護教諭も参加した応

不 ○未然防止 ４ 会議は、遅刻や欠席を減らし、前向きに学校生 Ａ ・不登校傾向児童のサポート体制が整えられ、 援会議は、とても効果があったので継続し

登 ・早期発見 ○福岡アクション３の共通実践 ○「福岡アクション３」の全職員の共通理解に基づく 活を過ごしていく上でとても効果的だった。 心強く思うとともに評価できる。 て取り組む。

校 ・早期対応 実践 ４ ○全職員の共通理解のもと、早期対応ができた。 Ａ ・不登校未然防止の取組で、先生たちの愛情 ・学校と家庭、関係機関（ＳＳＷ、ＳＣ、児

防 ・再発防止 ○地域や教育相談室、関係機関との連携 ○スクールカウンセラー（SC）や訪問指導員との連携 ○スクールソーシャルワーカー（SSW）を中心に、 が子供たちに伝わっていると感じる。 童民生委員など）との連携をさらに図って

止 による教育相談の充実 ４ SC、子ども家庭課、児童相談所等と情報の共有 Ａ いく。

○児童相談所等関係機関との連携 を図り、連携して取り組むことができた。

働 ○定時退校日の実施 毎週金曜日 ○月間総時間外勤務時間の５％の減少（前年比） △各月の時間外勤務時間が前年度比５％の減少ま ・評価は適切である。 ・前年度同月と比較した毎月の超過勤務状況

き ○働き方改革を推進 ○職員自己評価で、退校時刻の目標達成率 ８０％ ３ でにはならないことが多かった。 Ａ ・いつも熱心に取り組んでおられる先生方に の結果をもとに、超過勤務縮減の意識を高

方 した教育の質の向 ○退校時刻の自己申告の実施による超過勤務の縮小 ○月1回の実施によるPDCAによる業務の見直し ○定時退校日の設定、放課後の時間の確保を図り、 敬意を表する。地域としても応援したい。 め、改善点を協議する。

改 上 (続けること・やめること・改善すること) ３ 教職員の意識改革を図ってきたことで、年度後 Ａ ・学校で設定している定時退校日とは別に、

革 ○業務改善推進委員会の実施 ３ 半は、徐々に超過勤務時間縮減ができてきた。 Ａ 職員各自が定時退校日を設定して取り組む。

◇ 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


