
学級数 7学級 児童数

職員数 12人 家庭数

学校関係者評価委員

1

基礎的・基本的な知識・技能の確実
な定着を図る。

学力調査結果を分析し，改善を図
り，学力を伸ばす。

・ブックカードが下学年は３枚以上，上学
年は２枚以上終わるようにする。
・漢字テストや該当学年の算数のたしか
めテストを行い，７０％以上できるように
する。 Ｂ

2

家庭学習の充実を図る。 「家庭学習のてびき」を基に各学年
×１０分の家庭学習の時間を確保
する。

ＰＴＡの取組と連携しながら，児童
が集中して家庭学習に取り組める
ようにする。

・平日の家庭学習の時間を８０％以上の
児童が確保できるようにする。
・進んで自主勉強に取り組み，１冊以上
は終わらせるようにする。 Ａ

3

豊かなコミュニケーション力の育成
を図る。

国語の授業を中心に『伝え合う力』
の育成を図る。

・詩や俳句などを年１回以上は全校に発
表する。
・最後まではっきりと話したり，黙って聞
いたりする児童が７０％になるようにす
る。

Ｂ

4

人権教育を通して豊かな心を育て
る。

ソーシャルスキル教育等を通じて，
友達を大切にする態度や丁寧な言
葉遣いができる児童を育てる。

・人権月間の自分のめあてががんばれ
たと感じる児童を７０％以上にする。
・ソーシャルスキルの授業後の振り返り
カードで，友達を大切にする態度や言葉
遣いが以前よりできるようになったと感じ
る児童を７０％以上にする。

Ｂ

5

「小田っ子」みんなが落ち着いた学
校生活がおくれるようにする。

明るいあいさつと「はい」という返事
の定着を図る。

黙って移動や集合ができるようにす
る。

・「あいさつ強化運動」で決めた自分の
めあてについて振り返り，『あいさつマス
ター』になってワッペンを付ける児童を８
０人以上にする。
・集合時の３つの約束（黙って，服装を
整え，体操すわりで待つ）を習慣づけ，
やり直しなしでできるようにする。

Ｂ

6

特別支援教育の充実を図る。 個々の児童の実態を把握・共通理
解し，児童の実態に応じた指導をめ
ざす。

特別支援学級や通常学級の支援が必
要な児童に対して「個別の指導計画」を
作成し，適宜修正を行いながら，児童に
寄り添った支援を行うようにする。

Ｂ

7

国際理解教育やふるさと学習を通
して，ふるさとや自国を愛する心や
異国文化への理解を深める。

保護者や地域人材・教材を活用し
た授業や外国の方との交流を図
り，自国やふるさとを愛する心や異
国文化への理解を深める。

国際理解教育で実践したことを，パネル
にまとめて発信することができる。

Ａ

8

目標をもってねばり強く体を鍛え，
体力の向上を目指す児童の育成を
図る。

５０ｍ走とソフトボール投げで自分
の目標をもってより速く走ったり，遠
くへ投げたりできる児童の育成を図
り，自分の記録を上回ることを目指
す。

５０m走・ソフトボール投げの記録で，８
０％以上の児童が自分の伸びを実感で
きる。
各学年で平均が全国平均を越えること
ができる。

Ａ

9

基本的な生活習慣の定着を図る。 「モリモリ，ブリブリ，グーグー運動」
を進め，特に「早寝早起き」運動の
定着を図る。

早寝について，「小田っ子がんばり表」
の実施中１日を『ぐーぐーデー』に設定
し，その日には下学年は９時までに，上
学年は１０時までにそれぞれ８０％以上
が就寝できる。 Ｂ

10

保護者・地域との連携を図る。 積極的な情報公開に努める。
地域・保護者に積極的な参加を依
頼し，授業・行事等に入ってもらう。

学校と保護者が互いに情報の交流に努
めていると感じる保護者・教職員を７０％
以上にする。

ホームページの更新を学期に１回以上
行う。

Ｂ

11

学校内外の安全安心に努める。 学校内や登下校での児童の安全管
理に努める。

通学路マップの修正を年１回行う。
月１回安全点検を確実に行い，必要な
補修を行う。
避難訓練・防犯訓練を年４回行う。 Ａ
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具体的計画

本校のミッション

　将来，社会の一員として生きていくために，様々な生き方や価値観に対応できる人間を育成してい
く。
そのために，
・児童一人一人が夢や希望の実現に向けて基礎・基本の力を確実に身につけられるようにする。
・学校と家庭，地域がお互いに近づくように努め合い，子どもが自信をもって伸び伸びと育つ「子育
て」をする。
・教職員一人一人が資質・能力の向上を図り，保護者，地域の期待に応える。

103人

達成基準単年度目標

校長　　　岡村　昭春

71戸

・５０ｍ走は７７％，ソフトボール投げは７８％の児童が，
自分の伸びを実感している。
・児童の年間ベスト記録を学年男女別に平均すると，全
国平均と比較して５０ｍ走が５８％，ソフトボール投げが
１００％が越えている。
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Ａ成果をあげている　　Ｂほぼ成果をあげている　　Ｃあまり成果をあげていない　　Ｄ成果をあげていない
検証
結果

・１０月初旬に取組を開始した「あいさつマスター運動」
で，１０月末現在６０名の児童がワッペンをもらっている。
自発的にあいさつができるように，今後も指導を続けて
いく必要がある。
・集合については，教職員共通認識のもと，カードで提示
したり何度も繰り返したりとねばり強く取り組んでいるた
め，結果が出てきている。今後も継続して指導を繰り返
していく。

・児童会全体による「あいさつ強化運動」を推進
する。
・学級懇談会等で，素直にアドバイスを聞くこと
の大切さについて話し合い，保護者の協力を得
られるようにする。
・徹底して指導する場を全職員で共通理解し，
指導にあたる。

・話し合いの場やグループ学習などを通して話
し合いの技能を高める。
・「言葉の時間」を設け，児童の語彙力を高めた
り俳句や詩を作ったりする。

目標の達成状況及び取組の状況

・個別の指導計画を作成し，随時修正を加えながら支援
している。また，専門機関と連携を図りながら個への適
切な支援を行えるように努めている。

・１月の国際理解教育の研究会に向けて，年間計画に
基づいた実践の足跡を資料やパネルにまとめている。

分析・改善方策

・読書時間の確保，声かけで学校では読書量が増えて
きている。
・モジュール学習やラーニング，少人数指導などを取り
入れたことで，７０％以上が漢字や基礎的な計算が正し
くできるようになっている。今後は算数確かめテストで当
該学年の内容の定着を図る。

・俳句大会を行い，発表することができた。
・話形を意識して話すことができている児童もいるが，最
後まではっきりと話したり黙って聞いたりすることができ
にくい児童が多いので，今後も「声のものさし」等を活用
しながら指導していく。

・家庭学習がんばりカード等を活用しながら，学
年×１０分の学習時間が確保できるようにす
る。
・自主勉強の取組を工夫する。
・児童の生活リズムや家庭学習についてPTAと
協議し，連携しながら具体的な取組を実践して
いく。
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・読書タイムなどで読書に親しむ時間を確保し
たり読み聞かせやブックトークなどを取り入れ
たりしながら読書好きな児童を増やす。
・ラーニングタイムや少人数指導等を取り入れ
基礎基本の定着を図る。
・モジュール学習を取り入れて，集中して学習
に取り組めるようにする。
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「保護者の立場で考えられる教師」「教師の立
場で考えられる保護者」を目指し，互いに情報
を発信し合い協力連携していく。
連絡帳・家庭訪問を有効に活用する。
ホームページや学校開放日等を活用し，小田
小学校の教育活動を地域や保護者に積極的に
公開する。

・児童と教師が学期に１回通学路の点検を行
い，通学路マップの確認を行う。
・安全点検を複数の目で定期的に実施し，不具
合に瞬時に対処する。
・防犯体制の見直しをしながら，安全に努める。

小山　悦司（倉敷芸術科学大学教授）　片山　圓　（笠岡学園理事長）
三宅　勢津子（県青少年相談員）　　　  出原　武重（民生委員小田分会長）
藤岡　真理子（主任児童委員）　         鎌田　隆昭（小田小学校PTA会長）
田丸　康雄（青空スポーツ少年団長）

・国際理解教育の年間計画に基づき，児童の
主体性を促しながら実践する。

領域

・児童は７０％，保護者は８０％以上が大体できていると
感じているが，学校では思いやりのない言動がもとでトラ
ブルになることもあり，今後も指導していく必要がある。

・年２回人権集会を開き，明るく楽しい学校にす
るために一人ひとりが努力することを考える。
・年間１回は参観日に，各学年でソーシャルス
キルの授業を行う。
・教育相談を年3回行い，一人一人の思いを聴
き受けとめる。

・特別支援教育委員会や終礼等いろいろな機
会をとらえて職員間の情報交換を行い，きめ細
かい指導を行う。
・専門機関や保護者との連携を密にとり，本人
や保護者の声に耳を傾けながら対応していく。

中期目標

・家庭学習がんばり表の活用やＰＴＡ努力目標等の取組
で，平日の家庭学習の時間は８０％以上の児童ができる
ようになった。今後は土日や祝日等にもがんばれるよう
にしていく。

・学校の様子について情報を保護者に伝えたり，協力を
依頼したりしながら連携に努めているが，学年によって
はまだ努力が必要な場合もあるので，がんばっていく必
要がある。
・ホームページについては，適時更新ができている。
・１１月から毎月第１木曜日に「小田小教育相談日」を設
定し，保護者との連携に努めている。

・計画に従って実践ができている。
・地域の方や保護者と連携しながら，登下校の安全対策
にも努めることができている。

・児童の「学力向上」をめざし、学校での取組の充実と、保護者との連携を強化しながら家庭学習・読書活動の充実を図っていく。
・人権教育の発表に向けて、「自分を大切にし、人を大切にする」子どもたちを育んでいくことができるように体制や指導の在り方の検討を行い、一層の充実を図っていく。
・個々の児童の実態をしっかり把握し、教職員間や保護者・専門機関との連携を深めながら、個々の児童のニーズに応じたきめ細かな指導を大切にし、落ち着いた学校生活がおくれるように努める。

春・秋に５０m走とソフトボール投げの記録をと
り，成長をみる。
スポーツチャレンジカードに６年間の記録を記
入し，自分の成長を確認する。
遊具等を使ってのサーキット運動・的当て遊び・
ダッシュ練習・キャッチボール・柔軟運動等を工
夫し，走力・投力の向上を図る。

小田っ子がんばり表を年間７回実施したり，学
級活動で指導したりして定着を図る。
保健便りや学校保健委員会，学年便り等で保
護者に実態を知らせ協力を仰ぐと共に，睡眠の
大切さをパンフレット等で伝える。
小田っ子がんばり表の期間は必ず１日は目標
（上学年１０時，下学年９時）に寝るように『ぐー
ぐーデー』を設ける。

・7月の小田っ子がんばり表の結果，目標達成ができた
児童は上学年で63．8％，下学年で90．6％であった。そ
のうち1日を「ぐうぐうデー」と設定して取り組んでいるが，
児童や保護者の中に，まだ周知できていない人がいた
ので，今後も啓発しながら上学年が80％以上になるよう
に努めていく。

学校関係者評価
自己評価の検証結果および分析・改善方策の内容は総じて妥当なものとなっている。
    ○平成20年度に第三者評価を受けて、早速モジュール学習を取り入れるなど、PDCAのサイクルを踏まえて学校改善に努力した成果がみられる。
    ○読書タイムや声かけにより学校では読書量が増えてきている。家庭においても保護者の読書に対する意識を啓発して、親子読書を積極的に進めることが、家庭学習の定着を図るための一助となるであろう。
    ○特別支援教育の充実が求められており、これまで以上に保護者の声に耳を傾けながら対応していくとともに、必要に応じて行政サイドからの支援が期待される。
    ○保護者・地域との連携に関しては、授業や行事等に地域の人材を積極的に活用した教育活動が展開されている。

来年度の重点・方針

・モジュールや少人数指導等工夫した取組で，少しずつ効果が表れてきている。家庭学習の定着や落ちついた学級集団づくりについて力を入れているが，十分なところまでは達していないので，教職員全体が一丸となって努力していく必要がある。
・落ちついた学校生活をめざして，あいさつや集合から取り組んでいるが，あいさつの定着や言葉遣い等課題も多い。「集合時の約束」の取り組みのように，１つ１つステップを進めていきたい。
・体力の向上・基本的な生活習慣の定着については，実態に即したがんばり表の活用を工夫したことで無理なくできる点も見えてきた。定期的な強化月間等を繰り返しながら，定着に努めていく。
・信頼される学校づくりでは，保護者へ学校の様子を随時伝えながら，連携がとれていることがいえる。今後も地域や保護者と連携しながら教育活動を展開していく。


