
（様式１－１）
令和３年度 学校評価報告書 大牟田市立高取小学校（ＮＯ．１）

自分に自信をもち（わかった、できた）、課題に粘り強く取り組む児童の育成
学校教育目標 自他を大切にして学び合い、心豊かで、たくましい児童の育成 重点目標 ○標準学力テストで全国平均を上回る(国、算)

○学校生活アンケートでの自己概念の向上（児童自己評価１P以上）
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 改善策（案）
○「わかる・できる」授業実践 ○先生の質問に答えたり、自分の考えや意 ４ ○コロナ禍の中ではあるが、自分の考えを Ａ ・学校の評価は適切である。 ・学力向上プランを短期的に見直し、授業

重 確かな学力 ・「高め合い活動」で考えが深化する 見を言ったりする 書いたり、全体交流において発言したり ・小中一貫教育の更なる推進が必要であ 改善や学習基盤づくりの日常化を図る。
○かしこい子 ノート作り (学校生活アンケート項目「７」） しながら表現する場を工夫して設定した。 る。 授業展開をパターン化するのではなく、I
○理想を目指す子 ・児童の言葉によるめあて、まとめづ 平均値３Ｐ以上 ・ICTの更なる活用方法等が拡大できるよ CTを取り入れながら柔軟で効果的な授業

点 くり ○自分の言葉でめあて、まとめを書く ４ ○学力向上プランにも位置付け、共通実践 Ａ うに推進する必要がある。 づくりを職員全体で追求していく。
・深く考え、表現し、 児童自己評価３Ｐ以上が80％以上 したので、自分の言葉で書くことができ ・コロナ禍という環境の中、時間が制約 ・ドリルタイムでの記述力を高める学習や
高め合う子供 ・個に応じた授業づくり るようになってきている。 され、ノート指導等も影響が出たと思 高取寺子屋の異学年交流等により、児童

目 ・主体的に努力し、 ○ICTの活用や少人数等の学習形態 ３ ○電子黒板を用いた教材提示や習熟度別指 Ａ われる。 が学習に集中し、学ぶ喜びを味わえるよ
行動する子供 教師評価の平均値が３Ｐ以上 導等、個に応じた指導を重ねることがで ・ESDの取組として、４年生は福祉施設、 うにする。

きた。 ５年生はホタルプロジェクトに取り組 ・家庭学習に関する目標や観点を中学校と
標 ・年度末標準学力テスト ○縦割り学習交流 ○国語・算数の基礎・基本の定着 ３ △記述力を高める学習を更に進め、適切に Ａ んでいるとのことで、コロナ禍でもリ 協議し、保護者にも啓発しながら自主的

全国平均以上 ・高取寺子屋の月１回の実施 標準学力テスト全国平均以上 文章で書く力を高めていく必要がある。 モートを取り入れて交流を図るなど工 な学習を推進していく。
・学校生活アンケート ○家庭学習の充実 ○家庭学習強調旬間アンケート ４ ○高学年を中心に自主学習を推進している。 Ａ 夫がされていることは評価に値する。 ・ＥＳＤでは、本校の特徴的な取組を継続

に 「学習意欲」 ・年５回の家庭学習強調旬間の実施 「７日以上集中してできた」が80％以上 家庭学習強調旬間では、保護者に協力・ ・６年生の学習意欲が高まってきている し、SDG11と15について、児童及び地域施
平均値１Ｐ以上 等、家庭学習の充実 支援してもらい実践できた。 と聞き、先生方の努力がうかがえる。 設や地域GTと共通目標をもち、役割分担

○ＥＳＤの充実 ○地域へ発信し、具体的な行動ができる。 ３ ○地域への発信が難しい状況だが、各学年 Ａ しながら持続可能な活動ができるように
関 ・SDG１１と１５の重点化 教師評価の平均値が３Ｐ以上 で地域施設や地域GTを活用しながらESDを する。

・各学年での地域学習の推進 進めることができた。
○体力テストの結果に基づく体育科学 ○毎時間の運動量の確保６５％以上 ４ ○マスクの着用等に留意し、感染対策・熱 Ａ ・学校評価は適切である。 ・コロナ感染予防についての危機意識を教

す 健やかな体 習指導の充実 教師評価の平均値が３Ｐ以上 中症対策をしながら児童が運動の楽しさ ・運動の楽しさが味わわせることは大切 師・児童共に継続していく。
○たくましい子 ・毎時間、運動量65％の確保 を味わえる授業ができている。 なことである。 ・体力テスト等による児童の課題を把握し、

・コロナ感染予防の励行 ○手洗いの実施 ４ ○全職員で共通理解し、手洗いの時間を確 Ａ ・コロナ禍でいろいろと制限されている 時期に応じて様々な体力向上が図れるよ
る 心身を鍛える子供 児童自己評価３Ｐ以上が80％以上 保し、徹底できている。 が、運動量がきちんと確保できている う、児童が目標を持って取り組める企画

○異学年交流での外遊び ○外遊びができる子供 ４ ○毎日外遊びをする児童が多く、教師も定 Ａ 点と手洗いが徹底できている点はすば をする（縄跳び・持久走・ストレッチな
・運動が好きな子供 ・月１回以上の縦割り遊びの実施 児童自己評価３Ｐ以上が80％以上 期的に参加して活動できている。 らしい。 ど）。

評 児童自己評価 ・年間を通してのチャレンジカード活 ○なわとび検定の達成率 ３ ○体育の始まりの数分を活用し、縄跳びの Ａ ・高取小学校の児童は素直で優しさがあ ・残食をなくすために、自分の食事の時間
平均値３Ｐ以上 用及びなわとび検定の実施 名人以上が80％以上 技に挑戦する時間を設定し実践した。 り、体を動かすのが好きだと聞いた。 や好き嫌いなどを見つめたり、命のあり

○給食指導における食育 ○自己決定した量を残さず食べる ４ ○食べる前に自分で量を決めて食事をし、 Ａ よいところをどんどん見つけて伸ばし がたさについて考えたりする給食の時間
価 児童自己評価３Ｐ以上が80％以上 年度当初より残食が減っている。 ていただきたい。 を設定する。

○美点凝視の励行 ○子供たちのよさを見つけ、認める ４ ○帰りの会での称賛や学習成果物へのコメ Ａ ・学校の評価は適切である。 ・児童の自己概念を高める取組を職員で月
豊かな心 ・よさを伝える声かけやコメント 教師評価の平均値が３Ｐ以上 ントなど、日常的に子供たちのよさを伝 ・歴木中スタンダートとの関連をより図 １回協議し、共通実践の計画・実践、評
○友だち思いの子 えることができている。 るとよい。 価・改善を図る。

○「思いやり・親切」の心の醸成 ○得意なことや自慢できることがある ４ ○児童会を中心に、中学校校区内での「思 Ａ ・コロナ禍で、学校だけでなく、家庭生 ・中学校校区の「思いやり・親切」共通実
自他のよさを認め合う ・いいねタイム、ありがとうカードの (学校生活アンケート項目「１」) いやり・親切」に関する共通実践を継続 活習慣そのものが乱れ、子供たちにと 践を発展させ、感謝の言葉を伝える取組
子供 実施 平均値３Ｐ以上 している。 っても極めて不安定な現実となった。 を充実させる。

○挨拶運動の充実 ○いつも気持ちのよい挨拶や返事 ４ ○挨拶運動を月に２～３回行い、お辞儀を Ａ ・高取校区はまち協がないため、高取校 ・歴木中学校の三原則「礼を正し、場を清
・学校生活アンケート ・「縦割り挨拶運動」の取組 教師評価の平均値が３Ｐ以上 して挨拶したり、爽やかな声で返事をし 区情報共有会議等へ本年度から校長先 め、時を守る」を本校でも取り入れ、歴
「自己概念」 たりする児童が増えている。 生が参加され、学校の状況を少し把握 木中スタンダードとの系統性をもった高
平均値１Ｐ以上 ○凡事徹底の励行 ○高取小スタンダード(学習規律等)の定着 ３ ○各学級での指導を重ね、学習のきまりや Ａ できたことが大きな進展である。 取小スタンダードに改善し、中学校と連

・集団活動のルール、規律遵守の取組 教師評価の平均値が３Ｐ以上 始まりの時間を守るようになっている。 携した取組を「凡事徹底」する。
い ○いじめをしない・許さ ○児童自ら学校生活改善 ○児童主体の生活目標の振り返り ４ ○毎月末、各月の生活目標の振り返りを行 Ａ ・学校の評価は適切である。 ・企画委員会の生活目標の振り返りを視覚
じ ない子供 ・児童会を中心とした生活習慣づくり 児童自己評価３Ｐ以上が80％以上 い、できた児童数を数値化して児童会が ・気になる児童の状況を継続的に見守っ 化し、継続して取り組むことで、習慣化
め ・未然防止 放送で伝え推進している。 てほしい。 できるようにする。
防 ・早期発見 ○いじめに対するの取組の充実 ○児童の学校生活アンケート項目の ４ ○児童への目配り・声掛けを徹底し、いじ Ａ ・いじめチェックリスト・アンケートは、 ・未然防止を図りながら、いじめの認知も
止 ・早期対応 ・毎月のチェックリスト・アンケート 「友達との関係」の平均値が１Ｐ以上 めの未然防止をしている。友達との関係 役に立っていると考える。 積極的に行うようにし、いじめ問題解決

の実施 は、平均値以上を達成している。 100％を目指す。
○学校に行くのが楽しい ○不登校に対するの取組の充実 ○児童の学校生活アンケート項目の「登校 ３ △学習意欲と登校意欲の関連がある。児童 Ａ ・学校の評価は適切である。 ・特に、高学年の児童の自己肯定感を高め

不 子供 ・遅刻・欠席者の確認及び「福岡アク 意欲」の平均値が１Ｐ以上 が更に自信をもてるよう、学ぶ楽しさを ・高取小学校のSSWは、拠点巡回型なので、 るために、活躍の場を確保したり、学ぶ
登 ・未然防止 ション３」の実施 もたせる授業を続けていく。 問題が大きくなる前に対応していただ 楽しさ学びの充実を感じられる授業改善
校 ・早期発見 ○教育相談など関係機関との連携ＳＳ ○ＳＳＷ、ＳＣ等との定期的な報告・連絡 ４ ○SCの観察や面談、SSWとの情報交換等を計 Ａ き、大変心強い。 を推進していく。
防 ・早期対応 Ｗ、ＳＣ等との連携強化 ・相談学期に１回以上 画的に行い、情報共有や役割分担をしな ・学年が上がるにつれて登校意欲が低い ・関係機関、保護者や地域の方々との連携
止 ・ＳＳＷ→スクールソーシャルワーカー がら児童へのきめ細かな対応をすること 傾向であるのが気になる。 を図り、不登校の未然防止・早期発見・

・ＳＣ→スクールカウンセラー ができた。 ・登校意欲・学習意欲の低下と自己概念 早期対応に努める。
とが関連しているのでは。

○ワーク・ライフ・バラ ○働き方の意識改善 ○服務・働き方実行委員会の実施 ３ ○服務に関する声かけや業務に関する助言 Ａ ・学校の評価は適切である。 ・教職員にとってやりがい・働きがいのあ
働 ンスがとれた生活が送 ・教職員のアイデアを活かした取組の 学期に１回以上 ・支援などを教職員同士で実施できている。 ・産休、育休代替やその他の理由で管理 る職場となるよう、働き方ができるよう、
き れる教師 実施 職や主幹教諭の先生方が担任になり、 教職員同士で声かけや補い合いをしなが
方 ・超過勤務時間昨年度 ○超過勤務時間の縮減 ○教職員平均超過勤務時間 ３ ○同月比１０％減を達成した月が増えた。 Ａ 負担が大きいと思うが、がんばってい ら適正な勤務体制に努める。
改 同月比１０％減 ・定時退校日の設定、実施 昨年度 同月比１０％減 今後も職員同士のコミュニケーションの ただいている。 ・保護者や地域の方々、関係機関への情報
革 ・業務のスクラップ＆ビルド 時間を確保できるようにする。 ・引き続き人員の確保と業務内容の整理 提供を行い、協力を仰ぐ。

整頓が必要と拝察する。
◇ 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


