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・担任は、毎日1回以上ペアやグルー
プで話し合う授業を取り入れる。

86
・担任は，日々の授業の中で話し合う活動を
取り入れている。

・授業者は、「めあて」「課題」「まとめ」
「振り返り」を適切に位置づけ、授業終
わり５分では、共通理解した取組を行
う。

86
・授業者は、大分スタンダードを意識し授業し
ている。「まとめ」や「振り返り」の取組は定着
してきた。

・担任・担当者は、月に2回以上はス
キルタイムを行う。
　国語→新聞の活用・文章読解・漢字
復習等
　算数→計算・文章題・Ｂ問題等

92

・毎月国語･算数２回以上のスキルタイムを実
施した。また、複式学級が２クラスあるため，
全職員で担当を決め、学年の児童にあった問
題を作成してきた。

・担任は、金曜日の補充学習で個別
の課題を準備し、全教職員で児童の
指導にあたる。

93
・個別にあったプリントを準備し取り組んでき
た。丸付けや指導は全職員で行ってきた。

自主学習の取組
・4年生以上の授業担当者は、自主学
習を推奨し、週1回以上良い取組をク
ラスで紹介する。

82
・自学の取組が少しずつは広がっているが，
まだまだ十分とはいえない。

・担任は、毎月『家庭学習カード』を活
用し、児童の家庭学習の取組状態を
把握し励まし指導する。

100
・毎月の取組を重ね、子どもたちは学年ごと
の決められた時間以上に家庭学習に取り組
んでいる。

地
域

ゲストティーチャーとして協力
・地域の方は、ゲストティーチャーとし
学校に協力する。（学年学期に1回以
上）

100

・芋植え、田植え（全学級１回）
・人権講演会（全学級１回）
・チャレンジ大会（全学級４回）
・総合的な学習（３年生以上４回）

縦割り班活動の積極的な導入

・全教職員で、朝の体力作り･掃除･給
食･学校行事に縦割り班を活用し、め
あての振り返りを行い班の成長を見え
る化し、認め励ます。

94
・各活動で縦割り班活動を取り入れ、めあて
の振り返りでは、思いやりの心や態度を出し
合い、互いに認め合った。

・全職員は、１日１回以上子どもの良
さを認め、朝の会･帰りの会、給食時
間、ハッピーポストで褒める。

92
・朝の会、帰りの会、児童会設置のハッピー
ポストなど、子どもの良さを認め褒めた。

・校長は、月２回以上子どもの良さを
認める学校だより発行やＨＰ更新を
し、家庭や地域に知らせる。

100

・学校だより発行回数→４月・２回、５月・３
回、６月・２回、７月・３回、合計10回発行。
・学校だよりは毎月１回地域に回覧配布。
・HP更新回数…58回

家庭読書の推進
・毎月２０日の『ノーメディアデー』で
は、家族で読書をする。

72
毎月の親子読書に取り組めていない保護者７
名。

あいさつ運動
・保護者や地域の方が、月に１回以上
あいさつ運動に立ち、児童に声をかけ
る。

100

・白丹交番木崎さん　毎週３回
・４月　保護者４回（８人）　地域１回（１人）
・５月　地域３回（19人）
・６月  地域１回（１人）
・７月　地域３回（12人）
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・学力調査・単元末テス
トで６０点に満たない児
童の人数を減らす。

・単元テストの平均点
　２・３年生　90点以上
  ４・５年生　80点以上
　６年生　　 75点以上

・授業中、先生や友だち
と話し合う活動が楽し
い。
  児童アンケート
　　　　　　 3.8以上

・自分で進んで家庭学
習に取り組んだ。
　児童アンケート
　保護者アンケート
　　　　　　　3.5以上

学
校

主体的・対話的で深い学びの授業

後藤

阿部

・学力調査･単元末テストで６０点
に満たない教科がある児童
  学力調査→5名
　単元末テスト→1名
                     （H30→4名）

・単元テスト平均点
　２年（90.8）　 ３年（91.5）
　４年（91.3）　 ５年（81.8）
　６年（83.5）

・授業中、先生や友だちと話し合う
活動が楽しい。
  児童アンケート　3.8

・自分で進んで家庭学習に取り組
んだ。
　児童アンケート　3.7

・児童も職員も少人数で、母数
が小さく,取組指標や達成指標
の数字に振り回されないように
と考えている。しかし、小規模校
だから高い指標をめざしたい、
めざすべきという項目もあると
考えている。

・昨年単元テストで６０点に満た
ない児童数は、４名であった
が，今年度は１名と減少した。し
かし、全国や県の学力調査で
は５名の児童が正答率60未満
の教科があった。特に算数でそ
のことが見られる。

・それぞれの取組が児童の学
力向上につながり、単元テスト
学年別平均点は全学年で達成
指標を上回ることができた。

・アンケートでも達成指標を上
回ることができた。

・学年が進むにつれ二極化
が現われる。個人ごとに分
析すると、複数教科支援が
必要な児童もいる。家庭学
習も一部は個に応じたもの
にすることが必要。

・国語の力は，どの教科に
おいてもベースとなる。まず
は音読を全校の取組に加え
た。（１学期途中から）

・達成指標の単元テスト学
年別平均点は、期待平均点
を意識しながら、現在より高
い数値を設定していきたい。

・進んで取り組む力がつい
ているかを細かく見るためア
ンケート項目をチームで見
直した。

・学校の取組を保護者や地
域の方に知っていただくよう
PTA役員会・全体会、学校
だよりなどで，改善点等お知
らせしていく。

・小規模校なので、学力調査や単
元テストの平均点が一つの目安と
なるが、その数値に左右されるこ
とより、個人ごとの学力アップにこ
れからも取り組んで欲しい。また、
高学年は中学を見据えて進んで
学習する力を付けていってほし
い。

・学校が説明したように国語力は
大切だと思う。子どもたちにしっか
り読解力が付くよう、音読やスキ
ル・読書等の取組を続けて欲し
い。

・保護者にも再度働きかけ、学習
の丸付けやチェックに協力してもら
う事が大切である。

Ｂ

スキルタイム・補充学習の充実

家庭学習の定着

家
庭

・保護者は、子どもの家庭学習の実態
を把握し励ましや声かけを行う。

・3年生以下の保護者は家庭学習の
まるつけをする。

80

・毎月１週間の家庭学習カード配布中，十分
なチェックができていない保護者が５名いた。

・３年生以下の家庭学習の丸付けはほとんど
できていない。
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・縦割り班活動でみんな
と協力することができ
た。
　 児童アンケート
　　　　　　　3.8以上

・友だちに優しい言葉遣
いができる。
　児童アンケート
　　　　　　　 3.7以上

・相手のことを考え仲良
くできる子どもに育って
いる。
　保護者アンケート
　（関係項目平均）
　　　　　　　3.5以上

・進んであいさつをする
ことができる。
  児童アンケート
　　　　　　  3.7以上
　保護者アンケート
　　　　　　　3.5以上

学
校

佐藤

渡辺

・縦割り班活動でみんなと協力す
ることができた。
　 児童アンケート 　3.9

・友だちに優しい言葉遣いができ
る。
　児童アンケート 　3.8

・相手のことを考え仲良くできる子
どもに育っている。
　保護者アンケート　3.6

・進んであいさつをすることができ
る。
  児童アンケート　　3.9
　保護者アンケート　3.6

・児童アンケートでは100％、保
護者アンケートでは、95％以上
が，肯定的回答であった。さら
に高い達成指標を上回ることも
できた。今後も取組を進めてい
く。

・互いを認め思いやる心が
育っているかを細かく見るた
めアンケート項目をチーム
で見直した。

・2学期は全校で一緒に活動
する行事も多い。多くの称賛
の場を設けていく。

・学校の取組を保護者や地
域の方に知っていただくよう
PTA役員会・全体会、学校
だよりなどで，改善点等お知
らせしていく。

・メディアについては、まず具体的
な実態把握をすることが必要。そ
して保護者・近隣小学校・中学校
と協力し取組を進めることが大切
である。

・ノーメディアデーは月1回で良い
か。子どもたちが集まって遊ぶとき
はゲームをすることが多い。徹底
して取り組む必要があるのではな
いか。

・親子読書について保護者に呼び
かけ協力をしてもらう必要がある。

Ａ

意図的称賛の場づくり

家
庭

※誰が、何を、どれ くらいの頻度で

取組

指標

  の


