
令和4年度 五條市立牧野小学校

総合評価

評価項目
具体的目標
（評価小項目）

具体的方策・評価指標 成果と課題（評価結果の分析） 改善方策等

〇読解力ステージ
の改訂および児童
のステージ深化

・読解力ステージを指標とする児童評価を６月・２
月に行い、児童の変化を捉える。
・読解力ステージを改訂する。（各教科への対応、
児童自身が評価できるもの）
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・昨年度作成した読解力ステージに従い、児童評価を行い、
目指す児童の姿を意識した研究授業を各学年が行うことが
できた。
・読解力ステージの改訂作業を小中合同で進めることができ
た。児童が自分自身の評価が分かる形の活用方法や改訂
が必要。

○読解力を支える
基礎的学力の定着

・先取り漢字による漢字の反復練習を行う。
・全学年での国語辞典の活用を推進する。
・単元テストや学力テストにおける語彙の問題の
正答率に向上が見られるか。
・算数の基礎問題の反復練習と、児童自身の到達
度をはかるための共通問題を実施する。
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・テストの在り方を見直し、テストに向かうための学習の在り
方について、話し合うことができた。
・国語辞典の活用が増え、児童の辞典使用に対する意識も
向上した。一方、実践の共有が不十分である。
・算数の基礎問題の反復練習や先取り漢字の共通理解を図
り、各学年で工夫して取り組んだ。学校全体として統一した
取組に高められなかった。

○読解タイムのカリ
キュラム改訂

・読解タイムのカリキュラムを見直し、総合的
な学習の時間と他の教科の横断的な学習を
進める。
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・総合的な学習の時間をはじめとする年間計画の見
直しを行うことができた。

○安心できる集団
づくりの実施

・Q-Uの分析結果等を用いて実態を把握する。
・全職員による児童理解、情報共有の時間を月２
回以上実施する。
・「集団づくりエクササイズ」を毎月行い、よりよい
集団づくりに繋げる。
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・Q-Uについて職員研修を行い、Q-U分析をさらに深
めることができた。また分析結果より学級や児童の
実態共有をすることで、その学級の核となる児童を
把握できた。
・日頃の気になる児童の様子も終礼等で月2回以上
共有し、早期実態把握に努めた。
・「集団づくりエクササイズ」の自己開示、他者理解を
通して、よりよいなかまづくりができた。

○障がいや特性に
対する適切な支援
の計画・実行・引継
ぎ

・「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を
基に引き継ぎ、学年部会で共有する。
・通常学級在籍の気になる児童にも「個別の指導
計画」を作成し、指導内容を明確化する。
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・支援学級や通級では支援計画、指導計画を用いて
引き継ぎをし、児童に必要な支援ができた。
・通常学級での気になる児童の指導計画を作成する
ことができた。

○『あいさつの励行・
時間の意識・ルール
遵守』の徹底

・あいさつ運動　週２回実施する。
・生活アンケートで自分からあいさつをしてい
る児童が７０％いる。
・地域の方々や来校者の中から、子どもたち
の頑張りや変容について声があったか。
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・センター委員と６年生の「ツナカツ」であいさつ運動
を週４回実施できた。
・生活アンケートで自分からあいさつをしている児童
が８０％いた。
・自分からあいさつをしているという自己評価をして
いるが、まだ受け身の児童が多く感じる。

○外遊びの推奨
・外遊びチャレンジを行う。
・学級の６０％以上が外遊びをする。
・シャトルランの記録更新を図る。
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・外遊びチャレンジに参加する児童・外遊びを
する児童が全体の６４％以上いた。
・スポーツテストのシャトルランの記録は県平
均を超えている。

○基本的生活習慣
の定着

・メディア機器の利用時間について保護者に
協力を仰ぎながら指導する。
・生活習慣の改善が生活アンケートや日常の
児童の姿より見られるか。
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・生活アンケート、生活チェックより、おうちでの約束
事を決めるなど、保護者の協力は得られているが、
利用時間の減少には繋がっていない。
・生活チェックより、歯みがきの習慣が身についてき
ているが、就寝時刻が遅くなっている。

○家庭とともに児童
を育てる取組の推
進

・家庭学習の向上と定着を図るため、昨年度に引
き続き、Homework+30を実施する。
・計画的に課題に取り組ませることができたか。
・学習アンケートで６０％以上がHomework+30がで
きている。
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・Homework＋３０を達成した児童は全体の５０％だっ
た。現状から、まずは全ての児童が宿題をきっちり提
出できることを目指す必要がある。

○地域とともに児童
を育てる取組の推
進

・教育活動に地域の関連団体を活かす。
・実際に連携を図ることができたか。
・ホームページで牧野小学校の情報を発信する。
・各学年で月２回以上ブログを更新したか。
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・クラブ活動、読み聞かせ、放課後の学習教室、家庭科等の
授業支援、むかし遊び、絵画教室等、ボランティアや老人会
の方々地域の方の力を借りて実施できた。
・定期的にホームページに情報を発信したが、２ヶ月に１回の
更新だった。

○読解力Stageの効
果的な活用

・小中共有の読解力ステージを活用した授業
と研究協議をすすめる。
・小中合同研究授業を小中各１回ずつ行い、
８０％の参加率があったか。
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・読解力ステージの改訂作業を小中合同で進めるこ
とができた。研究授業も、小中合同で２度行い、活発
な研究協議を行うことができた。
・研究授業に小学校は９５％以上の教員が参加し
た。

○五條西中学校区
小中一貫教育部会
の運営

・小中一貫教育推進組織の部会を充実させ
る。
・各部会より具体的な取組が提案・実施され
たか。
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・小中一貫教育推進組織の部会には全員参加し、充
実した研修が行えた。
・研究部では全国学力テストの分析を行い、読解力
ステージの新たな作成をした。

○学校運営協議会
との連携

・学校運営協議会が基盤となった取組が五條
西部学園として進められたか。
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・小中合同で２回の学校運営協議会を開催し、情報
交流を行うことができた。
・まきの学習教室、読み聞かせ、交通立哨等様々な
活動を行った。小学校では、夏休み絵画教室を行
い、のべ６９人の児童が参加した。

○業務の充実
・行事の精選や業務の工夫について職員間
で話し合う機会をもつ。
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・行事ごとに反省を行い、振り返りを共有することで、
次年度につなぐようにした。業務の工夫については
話し合えていない。

○業務時間の減少
・月４５時間以上の時間外労働をしている教
職員の数を３０％以下にする。

4
１２月までの週４５時間以上勤務の教職員は３
０人中６人で、目標を上回る２０％であった。

学校教育目標 社会を生き抜く自立した児童・生徒

運　営　方　針 「やりぬく姿はかっこいい！-GRIT-」を大切にする教育の実践
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令和３年度の成果と課題 本年度の重点目標 具　体　的　目　標

【成果】
○読解力ステージ、読解タイムの
カリキュラムの研究・開発を行っ
た。
○コロナ禍により、多くの学校行
事の中止・内容変更が余儀なくさ
れたが、学校行事のあり方を、本
来の目的やねらいに立ち返りなが
ら、見つめなおす好機にもなった。
○オンラインを活用した教育を全
校体制で進めることができた。

【課題】
●読解力向上の取組に手応えを
感じ始めているが、学力テスト等
の結果が出るまでには結びつい
ていない。
●本校独自の外遊びチャレンジに
おける高学年の参加率が低い。
●メディア機器の利用時間につい
て、保護者に協力を仰ぎながら、
指導していく必要がある。
●家庭学習時間の増加、質の向
上を進める。

○読解力ステージの改訂および児童のステージ深化

◎豊かな心【人間関係形成・社会形成能力の育成】
　・安心して教育活動に取り組めるなかまづくり

○安心できる集団づくりの実施

○『あいさつの励行・時間・ルールの遵守』の徹底

学校評価総括表

・来年度は縄跳びカードを活用し
て、外遊びの啓発を行っていく。

・メディア機器の利用時間や就
寝時刻など課題を具体的に示
し、保護者への啓発を行ってい
く。

○外遊びの推奨

○業務時間の減少

自己評価
結果

学校関係者評価（結果・分析）及び
改善方策

○五條西中学校区小中一貫教育部会の運営

◎確かな学力【基盤的学力の習得】
　・読解力の育成

・五條西部学園学力部会を中心とし
た、小中連携による情報や指導内容
の共有を図る。

・テストの在り方やそれに向かうため
の学習方法を見直し、教職員が児童
に向き合う時間を確保しつつ、きめ
細やかな指導ができる体制を構築す
る。

・来年度は、読解タイムをはじめとす
る総合的な学習の時間の内容をより
深く検討・改善することが必要であ
る。

今年度の成果と
次年度への課題

[成果]
・あいさつ運動はセンター委員や６年生の児童により目標を上回
る週４回実施、また、生活アンケートでは８０％以上の児童があ
いさつをしていると答えている。
・外遊びをする児童が目標の６０％以上おり、また、シャトルラン
の記録は県の平均を上回った。
・教職員全員で、気になる児童の情報共有を会議やQ-Uの研修
等で行い、指導に活かすことができた。

[課題]
・宿題をきちんと提出するなど、学びに向かう力が弱い。
・子どもの就寝時刻が遅かったり、ゲームやインターネットの利用時間が長かったり生活習慣に課題がある。
・小中一貫教育では、現状の部会の回数・方法では、人と人との交流をより深めるまでにま至らなかった。

・全職員で、宿題やマキスタの在り方
や具体的方法を検討し、共有、実践
を進めていく。

・来年度も引き続き地域ボランティア
の力を借りて教育活動を進めたい。

・ブログの更新方法について研修や
やりやすさ等を考えていく。

小中一
貫教育
の
推進

働き方改
革

家庭・地
域との連
携

○読解力を支える基礎的学力の定着

○障がいや特性に対する適切な支援の計画・実行・引継ぎ

○基本的生活習慣の定着

○家庭とともに児童を育てる取組の推進

○地域とともに児童を育てる取組の推進

○読解力ステージの効果的な活用

○読解タイムのカリキュラム改訂

○学校運営協議会との連携

○業務の充実

確かな
学力

豊かな
心
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・学校と保護者、地域の繋がりが、地域を
含めた団結力向上に繋がって行く。地域に
根差した教育を進めていただきたい。
・できるだけ協力したい。
・コロナ禍で自粛していた行事が少しずつ
再開し、地域との関りも増えることを願って
いる。

・Q-Uの分析結果の共有をすると共
に、その結果からよりよいなかまづく
りに繋げる方法の研修等を計画す
る。

・集団づくりエクササイズの様子や児
童の感想等を紹介し、それぞれの活
動の共有を図る。

・個別の指導計画をもっと活用し、職
員全体の多方面から支援をしていき
たい。

・朝会や放送であいさつの状況を児
童に周知する。根気よく気持ちの良
いあいさつについて啓発していく。

健やか
な体・安
全

◎健やかな体・安全【体力の向上と健康意識の醸
成】
　・体力の向上

◎家庭・地域との連携
　・家庭、地域と連携した教育力の向上

◎小中一貫教育の推進
　・小中１０年間を見通した教育の推進

◎働き方改革

4

3

4

3

・小中連携で研究活動が進められる
ように研究グループの作成や共同研
究の日程を決め、見通しをもって活
動を進める。

・昨年度までコロナ禍のため中断し
ていた会議や行事が、今年度は少し
ずつ開催され、活気が戻ってきた。
来年度も小中、学校運営協議会と連
携をとりながら取組を進めていく。

・コロナ禍で中断している行事、
行事の精選で形を変えた行事を
整理する。

・来年度は月４０時間以上の時
間外労働をしている教職員の数
を３０％以下にする。

・コロナ禍もあり、行事等が縮小されて
いたが、その中で何ができるか工夫
し、取り組むことができたと思う。
・どこまで交流させてもらったら良いか
わからない場合が多い。

・学校とPTA、地域コミュニケーションが
協力しあえれば、先生方の負担を減ら
すことに繋がるのではないか。

・今後に期待している。
・今後も学力の向上に努め、しっかりとした
学力を身に付けてほしい。
・放課後に宿題をする子どもたちを見てい
ても国語辞典を使って学習する子が増えて
いることが印象的だった。

・あいさつ等、基礎・基本を大切に豊かな心
を育んでほしい。
・難しい問題だけに徐々にでも進んでいけ
たらよい。
・家庭との連携も大切である。

・最近の子どもの体力の低下が問題になっ
ている現在、平均以上とれるのはすばらし
い。
・いろいろな工夫を重ねて、子どもたちの体
力保持、向上を図ることが大切である。
・来校した際に、すれ違う子どもが「こんに
ちは」とあいさつをしてくれることが増え、気
持ちよく感じている。


