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達成状況（エビデンス）

3.9

【総評】
○どの子もあいさつをよくする。素直な子、面倒見の良い子が多く、落ち着
いているように感じる。
○「子どもは未来からの留学生」。将来を生きる豊かさを身につけさせてほ
しい。
○保護者も真剣に取り組み、健康な児童像が見えた。

【助言・要望】
◆子どもの活動で望ましい姿を見出し（見取り）、認め合う場を多くもったら
どうか。
◆もう少し家庭での取組を充実しなければならないと感じた。
◆同じようなトラブルがくり返されるときに、トラブルの根本はどこにあるの
かを見極めることが大事だと感じた。
◆大きな視野での体づくりが必要だと思う。いろんな運動に親しませるよう
にするとよいと思う。

【期待する子ども像】
◎けじめをつける子
◎他の人の感じ方を理解し、尊重できる子。
◎自分が言われて嫌なことは他の人にも絶対言わない子。
◎自己肯定感をもつ子
◎主体的に健康な体づくり、たくましい体づくりに取り組む子
◎明るく、生き生きとした子
◎やさしくする子、思いやりのある子
◎将来を生きる豊かさを身につけた子
◎元気の外で遊ぶ子
◎しっかり走れる、しっかり寝る子
◎体の柔軟性を高め、脚力の向上に努める子

　学校の教育目標：いのちきらめく小原っ子の育成～「身につける」「つなぐ・ふり返る」「挑戦する」～

関係者
評　価

○／４点
意見等

3.9

【総評】
○いつも、どの学年でも準備が十分なされ授業されている。
○きめ細かい指導の結果が出ている。今の努力を継続してほしい。
○学びの教室の参加率１００％はすばらしい。

【助言・要望】
◆どの子も「わかる」「できる」に近づけるために、一斉に読む、キーワード
をくり返す活動を多くしたらどうか。
◆読書の量をこなすことも大事だが、内容をしっかり読んで感じることがだ
大事。他の子どもがどう感じたかを知る、理解できるようになってほしい。
◆学校支援事業での外部指導員をたくさん活用してほしい。講師も探して
支援したい。
◆落ちこぼれる子がでないように、みんなのレベルアップを期待したい。
◆低学年では基礎・基本の反復学習をお願いしたい。高学年では創造
力・創造力を高める学習指導をお願いしたい。

【期待する子ども像】
◎読書を楽しむ子
◎正しい言葉（日本語）を使える子
◎未来に生きる学力を身につけた子

改善方策

【豊かな心の育成達成指標】
小原っ子アンケートで下記の項目の評価
平均値を３．８以上にする。
（　　）は２学期の数値
【３学期　児童アンケートより】
①乱暴な言葉を使ったり、人の悪口を
言ったりしていない。
３．８／４点　（３．８）
②自分からで挨拶をしている。
３．７／４点　（３．８）

【考察】
・「地区ごとの集団登校」「縦割り班での寒
げいこ」、「縦割り班でのなわとび」、「縦割
り班での清掃」等、で縦割り班（異年齢集
団）を活用することが、豊かな心の育成に
効果的であると考えられる。
　・取組を通して、期待に応えようとする子
どもの姿は見えるが、子どもたちの自治
的な活動にまでは至っていない。
　・大きなトラブルはなく、みんなで仲良く
すごしているが、その一方で、自分に自信
がもてない子どもの姿もうかがえる

１．異年齢集団の活用
・縦割り班（異年齢集団）を活用し、子どもたち自身が考える場
をつくる。例えば、「相手のことを考えるとはどういうことか」な
どのテーマを決めて、全校で話し合う場をつくる。
　→３学期中に最低１回は実施し、次年度につなげる。

２．食について
・給食週間を中心にして、好き嫌いなく食べる取組を継続す
る。

３　生活リズム、インターネット等について
・市教委のアンケートを活用して、保護者の協力を得ながら実
態把握を再度行う。

４　学校と家庭の連携について
・豊かな心と健康な体は密接な関係にあるとともに、学校と家
庭が連携して取り組むことが必要になる。学校からのお願いと
しての取組から生活面を中心にした各家庭で工夫できる取組
を考える。（例えば、「わが家の目標」など）

５．アンケート項目の見直し
・子どもの自信が高まっているかを確かめられるようなアン
ケート項目を入れる。
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学びの教室・参観日への参加を通し
て積極的に学習支援を行う。

【国東市調査結果　全国平均との比較】
令和元年度（　）は同一児童前年度）
１年生：国語＋５．７　算数＋２．１
２年生：国語＋２．７（＋６）
　　　　　算数＋１７．２（＋６．５）
３年生：国語－１６．２（－８．７）
　　　　　算数＋２．７（－１．２）
４年生：国語＋１２．７（＋３）
　　　　　算数＋１０．９（＋３．２）
　　　　　理科＋１３．３
５年生：国語＋１１．６（＋１６．３）
　　　　算数＋２１．０（１３．２）
　　　　理科＋８．７（＋１９）
６年生：国語＋７．０（１０．７）
　　　　　算数＋１１．３（＋８．７）
　　　　　理科＋１７．３（＋１０．０）

【考察】
目的や条件に応じて、「情報を整理する」
「情報を選択する」ことが難しかったと考え
られる。
また、大分県学力定着状況調査、全国学
習学力状況調査でも課題としてあげられ
た「条件に合わせる」こととも関連があると
考えられる。
　今回の調査では１年生の算数、３年生
の国語で課題が見られたが、「目的に応
じる」、「条件に合わせる」、「情報の整
理」、「情報の選択」の力は、他の学年や
他の教科でも同じような課題あると考えら
れる。

○保護者が、学期に２回の家庭学習強化週間で、宿題が
終わった後のノートやプリントを確認し、カードに励ましの
コメントを書く。

○全教職員が、月１回、小原小「あったか・ほっと・にっこり
アンケート」を実施し、子どもの実態把握と個別支援を実
施する。
○全教職員が、日常的に、子どもとあいさつをかわし、子
どもをほめる。

素直さと思いやりを大切にする子ど
もを育てる。

Ａ

１．授業改善
（１）授業の「はじまり」から「終わり」までを意識させる。

①学習用具を準備する、気持ちを整えるなどの授業のスタート
の意識

②めあて・課題に向かってがんばる姿勢

③見直し・ふり返りで、学習の進み具合、出来具合をたしかめ
る習慣

（２）４５分間で、「わかる」から子どもが「できる」「身につける」
までを意識した授業を行う。

２．教育課程の見直し
・国語・算数において、課題が見られた単元を中心に小原小
の「重点単元」として教育課程に位置づける。

３．その他の学力向上の取組
・家庭で読書をする機会や自学の内容の充実させるために、
週末の課題や家庭学習強化週間での課題の内容を共通理解
する。

考えを比べ、判断するための場を設
定する。

○全ての学級で、毎時間、「３０秒サイレンス」「ドントリボ
イス」の意図を踏まえた指導を実施。
＜思考を促したり整理したりする授業展開・発問・板書＞

○全ての学級で、毎日、「小原っ子生活の手引き」にそっ
た学習に取り組ませる。

達成指標を達成する
または近づくための

重点的取組
※到達像不要

重点的取組に係る
具体的な

取組指標
※誰が、何を、どれくらいの頻度で
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○保護者が、ゲーム・テレビ（YouTubu含む）の時間につ
いて親子で話し合い、きまりをつくって守らせる。

小原っ子マナーモードをもとにイン
ターネットやゲームのきまりを守らせ
る。

Ａ

小原っ子アンケートで下記の項目の評価
平均値を３．８以上にする。

①乱暴な言葉を使ったり、人の悪口を
言ったりしていない。
平成３０年度年間平均３．７１
　
②進んで挨拶をしている。
平成３０年度年間平均３．８２

【児童会活動を中心に】児童会担当や学級担任が、
①なかよし集会で学級単位でのあいさつを実施する。
②月１回、なかよし集会で「ほんわかハート」の紹介をす
る。
③なかよし集会で、たてわり班を活用し、全校話し合い活
動（仮称：小原っ子タイム）、めあての振り返り活動を、そ
れぞれ月に１回実施する。
④学期に２回「みんなで遊ぼう集会」（ほんわか交流）を実
施する。

学
校

地域の方が、
①出会った時に挨拶や声かけ（褒める・注意する）をす
る。
②地域行事への参加を呼びかける。

Ｓ:１００％超　　Ａ：８０～１００％　　B:８０％未満
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相手意識をもち、「ひと」「もの」「こ
と」をふり返り、つなぐことができる子
どもを育てる。

「気づき」「一声」で子どもを見守る。

【学級経営を中心に】学級担任が、
①「小原っ子生活の手引き」にそった「振り返り」を日常的
に指導する。

　国東市立小原小学校　　
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【達成指標】
国東市調査において、全ての調査学年、
調査教科において全国平均クリア。
令和元年度（　）は同一児童前年度）
１年生：国語＋５．７　算数＋２．１
２年生：国語＋２．７（＋６）
　　　　　算数＋１７．２（＋６．５）
３年生：国語－１６．２（－８．７）
　　　　　算数＋２．７（－１．２）
４年生：国語＋１２．７（＋３）
　　　　　算数＋１０．９（＋３．２）
　　　　　理科＋１３．３
５年生：国語＋１１．６（＋１６．３）
　　　　算数＋２１．０（１３．２）
　　　　理科＋８．７（＋１９）
６年生：国語＋７．０（１０．７）
　　　　　算数＋１１．３（＋８．７）

　　　　　理科＋１７．３（＋１０．０）

【学期ごとの参考指標】
国語・算数の単元テストで達成目標値を
クリアする割合を全学年８０％以上にす
る。
【２学期の参考指標】
1年：国 90.0%   算 93.0%
2年：国 95.6%　算 94.8%
3年：国 84.5%　算 90.4%
4年：国 87.7%　算 81.2%
5年：国 94.0%　算 95.0%
6年：国 93.3%  算 95.9%
平成30年度
　　1年：国 89.8%   算 95.8%
　　2年：国 75.2%   算 80.9%
　　3年：国 66.3%   算 87.4%
　　4年：国 91.5%   算 89.1%
　　5年：国 84.0%   算 79.7%
　　6年：国 94.9%   算 87.5%

学習のめあて（課題）と学習の振り
返り（まとめ）を設定する。

○全ての学級で、毎時間、主眼にそっためあて（課題）の
提示し「３５分主眼」の授業を実施。
○全ての学級で、２単位時間に１回の振り返りの実施。
〈主眼にそった授業構想・展開による密度の濃い授業〉
〈振り返り（まとめ）と次時のめあて（課題）の連続性〉

地域の方や保護者が、
①読み聞かせを実施する。（毎週水曜日）
②学びの教室指導を実施する。（年間40回以上）
③ゲストティーチャーとして支援する。
（年間を通じて全学級で）
・学校公開日に積極的に参加する。

学
校

反復学習（読み・書き・計算）を徹底
する。

家
庭

子どもと一緒に学習する時間をつく
る。

学校の教育目標
実現のための
喫緊の課題を

踏まえた

重点目標

重点目標に係る
目指すべき子どもの

姿となる

達成指標


