
（様式１－１）
令和３年度 学校評価報告書 大牟田市立上内小学校（ＮＯ１）

学校教育目標 ふるさとに誇りをもち，心豊かでたくましく 未来を拓く上内っ子の育成 重点目標 自分の思いや考えを適切に表現し，伝え合う子どもの育成
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）
○学力の向上 ○自分の思いや考えを図や言葉を使って整理して ○授業への意識（子ども３P以上） 〇１０分間自分の考えを図や言葉を使って書く時間を位置づけ，それをも ・学校の評価は適切である。 ・語彙力の向上に取り組む。

重 【CDTテスト】 書く（国語・算数） （教師３P以上） ４ とに理由を付けて発表することをくり返し指導したことで，自分の考え Ａ ・子どもたちがとても意欲的に授業に参 ・教師が互いに授業を公開したり，交換

・国語科，算数 ・毎時間１０分考えを書く時間の設定 を確かなものにさせたり，理解を深めさせたりすることができた。 加している。 授業やチームティーチングを行ったり

科→全国平均 ○考えを伝え合う授業の実施 ○授業への意識（子ども３P以上） 〇交流活動において，相手の考えに反応する(質問，付け加え等)ができる ・学び方も，学年に応じて発達している することで，授業改善に取り組む。

点 ・相談・出し合いタイム（ペアやグループ） （教師３P以上） ４ ようになってきた。 Ａ 様子が見られた。 ・家庭学習に自学を位置づけ,家庭と連携

・相手の思いや考えを聴いて，質問・感想 〇上内っ子タイムの計画的な実施と漢字・計算検定を学期に１回行ったこ ・基礎学力の積み上げがしっかりできて し主体的に学ぶ力を育成する。また，

○基礎学力の定着を図る取組の実施 ○漢字・計算検定合格率８５％以上 とで，基礎基・基本の定着を図ることができている。 いる。 生活リズムを整え学力向上の下支えと

目 ・上内っ子タイムの実施（音読・計算・言語） ○取組の意欲向上(子ども３P以上) △ICTの活用では，タブレットを使っての授業や，家庭学習におけるアプリ ・評価計画を達成するため，繰り返し努 なる早寝・早起き・朝ご飯に取り組む。

・漢字・計算検定の工夫（言語・文章題） ○ICTを活用した学習（全学年活用） ４ の活用等，取り組んでいるが，学習の基盤としての活用の在り方に個人 Ａ 力することが成果として表れている。 ・ＩＣＴの研修を行い，効果的な利用法

・ICTの活用，少人数やTT授業 等 ○自学の取組（子ども３ｐ以上） 差が見られる。 ・自分の意見を人前で話したり，友だち について学び，積極的に活用すること

標 ・家庭学習の工夫（自学コーナーの設置） （教師３ｐ以上） 〇上内っ子学びの７か条について，学期ごとに重点化して内容を絞り，毎 の考えを聴いて自分とは違う考えや新 で子どもの学力や学ぶ意欲を向上させ

○学びの７か条を生かした学習規律の定着 ○学習規律の定着率 ４ 月振り返りを行い，学習規律の徹底を図ったことで，落ち着いて学習に Ａ たな発見に気づいたりして，一人一人 る。

・学期ごとに取組を焦点化して評価する （子ども３P以上）（教師３P以上） 取り組むようになっている。 交流する力が身についている。

に ○自尊感情と思 ○道徳の時間と学級活動，行事，体験活動との関 ○自己概念のポイント（１．０P以上） 〇道徳科の学習で学んだ価値を，日常生活で生かすように，自己の振り返 ・学校の評価は適切である。 ・基本的な生活習慣（履き物をそろえる，

いやりの心の 連指導 りとこれからの自分について考える時間を取り入れている。 Ａ ・子どもたちは，気持ちのよい挨拶がで 正しい言葉遣いをする，など）を身に

向上 ・自己の振り返りと望ましい行動への意欲付け ○道徳の時間の指導（教師評価３P以上） ４ 〇挨拶については，「すすんでできる」子どもが増えたことで「相手に気持 きている。通学時，止まってくれた車 つけることについての意義を子どもに

関 【生活アンケー ・キャリアパスポートの取組 ちが伝わるようにできる」へと内容の向上に取り組んでいる。 にも，頭を下げている。 理解させ，指導を行うと共に，高学年

ト】２項目全て ○基本的な生活習慣の育成 ○子どものあいさつ・トイレのスリッパ △トイレのスリッパ並べについては，子どもたち同士呼びかけを行うこと ・高学年の子どもが下級生のよい手本と が手本を示し，子どもたちの自治的な

８０％以上 ・あいさつ運動の推進（自分から挨拶） 並べの意識向上（3.0P以上） で，意識は高まっているが，今後更に徹底していく必要がある。 なっている。よいところを認め合う集 活動を高めさせる。

す ・自己概念 ・スリッパ並べの徹底 ○あいさつ名人（教師評価で，ポイント ３ 〇リーダーを中心とした掃除は，高学年がリーダーの意識を持ち下学年と Ａ 団だと思う。様々な表彰が自信になっ ・ソーシャルスキルトレーニングを学期

・友だちとの関 ・高学年リーダーを中心とした掃除 の入った子ども８０％以上） 協力したり，フォローしたりしながら清掃を行う姿がよく見られた。 ているようであり、先生方の指導の賜 に１回位置づけたり，空き時間を利用

係 掃除名人（教師評価 ９０％以上） 〇メルシーアーチの取り組みは友だちのよさに目を向けたり，自分のよさ である。 したりして，コミュニケーションスキ

る ○自他のよさを認め合う活動の実施 ○自他のよさを見つける意識（子ども３P以 に気づいたりするよい機会となっている。 ・なかよし広場でも班決めや配り物など ルを向上させ，折り合いを付けること

・メルシーアーチ（友だちのよいところ見つけ 上） 〇円滑な対人関係をつくる技能を身につけさせるために，ソーシャルスキ 積極的に「やります」と手伝ってくれ や相手の気持ちを推し量ることなどの

年間２回） ルトレーニングは有効であった。授業以外でも，ソーシャルスキルトレ Ａ る。また，聞く姿勢や返事もよい。 技術の向上を図り，自他を大切にする

評 ・学期に１回，学活の時間にソーシャルスキル ○自分の気持ちを伝える（子ども３P以上） ３ ーニングに関するゲームなど取り入れている。 ・何事にも意欲的でみんな仲よく助け合 子どもを育成する。

トレーニング △言葉遣いについては，高学年になるにつれて友だち関係の慣れにより，「さ う姿が見られる。

・正しい言葉遣い，さん付けの徹底 ○言葉遣いへの意識（子ども３P以上） ん付け」ができていないことがある。

○体力の向上 ○体育科の学習で運動量を６０％確保する。 ○体育の授業への意識 ○体育科の授業において，場の工夫や子どもの意欲を引き出す手立て等を ・学校の評価は適切である。 ・自分の体力の実態について知り，健康

【縄跳び・一輪 ・毎時間の体育の授業での実施 （子ども３P以上） ４ 行い，だれもが運動する楽しさを味わう事のできる授業づくりを行い， Ａ ・体力向上の取り組みは工夫され，特に な生活を送るため，体力アップタイム

車検定】 （教師３P以上） 活動時間を十分に確保することができた。 リモートで他校と競う取組（スポコン や各種体力向上検定について工夫を重

子ども大牟田体 ○外遊びの奨励と体力アップタイムの実施 ○運動・外遊びの意識 ○新型コロナ感染対策を考慮しつつ，毎週の体力アップタイムやスポコン 広場）はよいと思う。子どもたちは目 ね，子どもたちに体を動かす心地よさ

力検定「達人」 ・毎週１回体力アップタイム （子ども３P以上） 広場の取組，なわとび・一輪車検定などを位置づけ，年間を通して運動 標を立てチャレンジしよいと思う。 を味わわせる。

ランク以上８５ ・スポコン広場の取組（他校との競争） ○スポコン広場へ登録（全学年登録） ４ する機会をつくった。 Ａ ・休み時間の取り組み（一輪車など）を ・スポコン広場に取り組み，目標を持っ

％以上 ・体力向上に関する検定の実施（縄跳び・一輪 ○チャレンジカード実施率（１００％） ○課題である走力・持久力・柔軟性を高めるために，授業始めに「大牟田 見て，子どもたちの頑張っている様子 て体力づくりに励んだり，外部とのよ

車） っ子ストレッチ」や体ほぐしの運動等を行っている。 に感心する。 い競争を行ったりする。

○地域への関心 ○生活・総合的な学習の時間で，地域の人・もの ○授業への意識（子ども３P以上） 〇課題意識を持った探究活動を充実させたことや,ＧＴの協力,体験活動の ・学校の評価は適切である。 ・地域の「ひと・もの・こと」を生かし

愛着向上 ・ことを活用する。 ４ 充実を図ったことで地域のよさや地域の方の思いを知ることができた。 Ａ ・体験活動や外部への発信を通して地域 た教材化を進め，持続可能な社会につ

【学習アンケー ・他校との交流を推進 （教師３P以上） ○コロナ禍による制限が多い中,年賀状送付やFMたんと放送,Ｍボード,学校 の方や他校の子どもたちと交流を深め いての学びに取り組む。

ト】全項目８０ ○地域へ学んだことの発信・行動化へ向けた取組 ○発信への意識（子ども３P以上） 便り，動画撮影等,実施できることを考えながら地域や他校への発信に取 られたのは素晴らしいと思う。特にオ ・学んだことを広く外部に発信したり，

％以上 をする （教師３P以上） り組んだ。また，気仙沼市立唐桑小とのTV会議，川サミット，米販売な ンラインによるＴＶ会議はお互いの地 ESDの学習で学んだことから，何か自分

・総合的な学習の時間で見つけた地域のよさの ４ ど外部との交流や発表の場では，上内校区のよさに目を向け，発信する Ａ 域のことが分かり，心豊かになる学習 にできることを考え，活動に結びつけ

発信（単元に１回の発信） ○行動化への意識(子ども３P以上) 活動を充実させることができた。 だと思う。 るたりすることで，郷土を愛する態度

・学習の振り返り，行動化（年１回以上） （教師３P以上） △単元末には振り返りを位置づけ，自分にできることを考えさせ，行動化 ・お米作りや米販売は他校にはない，よ を育む。

への意識を図った。行動化の見取りを工夫していきたい。 い体験だと思う。

○生活アンケート，教師チェックリストの実施（月 ○学校生活アンケート 〇毎月，生活・いじめアンケートの実施により，子どもの悩みや困り感を ・学校の評価は適切である。 ・子どもや保護者によるアンケートや日

いじめのない に１回） （友だち関係に係る 満足度1.0P以上） ４ 見逃さないようにして即対応を行った。また，日常より，未然防止，早 Ａ ・いじめ防止に迅速に対応している。目 常生活の観察によって早期発見に努め

い 学校づくり 期発見に職員全体で努めている。 が行き届き子どものケアもできている。 ると共に，全職員で子どもたちを見守

じ （個性を認め合い， ○アンケートを生かした教育相談の実施（毎回） ○いじめの実態把握（子ども理解） ４ 〇子ども・保護者のアンケートについて，少しでも気になる事があれば， ・子どもと教師の関係がとてもよいと感 り，日常的に情報交換を行うことで，

め お互いを大切にする （教師評価３．０P以上） 早急に面談，対応，保護者との共有を行い（記録の保管），早期対応，早 Ａ じた。お互いを大切に思い，尊重して トラブルについて即対応し解決できる

防 子） ○職員研修（学期に１回），いじめ防止対策委員 ○認知したいじめの解消（１００％解消） 期解決を図った。 いる姿が見られた。 ようにする。

止 会（年３回以上）の実施 ４ 〇いじめを認知した場合は，速やかに複数職員による聞き取りを行い，状 Ａ ・普段から相談しやすい雰囲気作りは大 ・教育活動全体を通して，相手のことを

・子ども理解会議の実施（月１回） 況の把握・対応（指導・経過観察・ケア）・報告・共有を行い，早期対応 切だと感じた。（子どもだけでなく保 考え，よさを認め合えるよう，思いや

を図った。また，いじめや人権についての職員研修を行っている。 護者からも） りの心を育成する。

○登校意欲の向上 ○登校意欲（学校生活アンケート1.0P以上） 〇友だちや教員との関係は非常に良好である。また，学習に関しても，多 ・学校の評価は適切である。 ・福岡アクション３の未然防止の取組を

不 不登校を出さな ・わかる授業の実施 ４ くの職員が関わり，子どもたちを職員全員で育てる事ができた。 Ａ ・学級の居場所づくりと分かる授業は重 徹底し，子どもの些細な変化にも気づ

登 い学校 （毎週計画案提出による量的，質的管理） ○学習への意欲 〇福岡アクション３に沿って，不登校傾向の子どもには，子ども本人や保 要なものなので，沢山の先生が子ども けるよう，研修を行ったり，日常的に

校 ・学習空白に対する取組（個別学習等） (学校生活アンケート1.0P以上) 護者への定期的な連絡を行って不安の軽減を図っている。また，保護者 に関わっているところが素晴らしい。 子どもについての情報交換をしたりし

防 ○不登校子どもへの組織的取組 ○不登校子ども出席日数（１０日以上） と面談を行ったり，スクールカウンセラーや関係機関による相談を設定 ・不登校子どもに対して何度も訪問し解 て組織的対応に努める。

止 ・アクション３の実施 ２ したりして関わり方の方針について共有し，組織的に対応している。 Ｂ 消できるよう取り組んでいることはあ ・保護者のアクション３について，保護

・スクールカウンセラー等との連携 △関係機関との組織的なアプローチを継続して，粘り強く取り組んできた りがたい。地域でも何かできることを 者への周知を進め，学校と家庭とが連

が，不登校子ども解消とはならなかった。 考えたい。 携して子どもを見守る。

○週案作成による計画的な業務遂行を徹底する。 ○教師の意識向上（３P以上） 〇月・週予定表をもとに週案作成にあたることで，見通しを持ってカリキ ・学校の評価は適切である。 ・放課後の教材研究や授業準備，学級事

働 教職員の適正な （毎週作成） ４ ュラムを進めることができた。 Ａ ・コロナ禍の中，できることを先生方が 務の時間を確保し，授業の質を向上さ

き 勤務と意欲の向 ・交流授業や近接学年との授業の実施 〇近接学年による体育科や音楽科の授業の他，教員の専門性を生かした交 話し合い，様々な活動を仕組んで頂き せると共に，超過勤務の縮減を図る。

方 上 ○超過勤務者の把握と改善に務める。（毎月１回） ○昨年度比超過勤務時間１割減 ３ 換授業や担任外による授業を行うことで時間的なゆとりができた。 感謝している。 ・行事について設定時期を見直し分散し

改 ○行事等の見直しを図り,協働体制を確認する。 ○働き方改革に関する見直し 〇定時退校日を設定し，協働して仕事を行ったり，声をかけ合ったりして Ａ ・心と時間のゆとりを生み出す工夫が大 たり，簡略化できるものは簡略化した

革 (学期に１回見直し) （教師の意識３P以上） ３ 帰りやすい雰囲気を職員全体でつくることができた。 事だと思う。超過勤務の縮減に教師の りする。

・学級事務の時間の確保,定時退校日の設定（週 Ａ 意識向上が見られ努力している。

１回）,電話対応時刻の設定 等

◇ 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


