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検証 改善方策

・担任（授業者）は、毎日1回以上自
分の考えを持たせ（書かせ）、ペアや
グループで話し合う活動を取り入れ
る。

92 ・ほぼ取組ができている。

・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
徹底して行い、授業改善シートを提出
する。

90
・授業改善シートを活用し取組はほぼできて
いる。

・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。

97
・毎月4回補充学習に取り組んできた。
・学習支援教員や支援員、養護教諭もクラス
に入り指導にあたっている。

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。

88
・6年生は定着している。
・3学期から4・5年も取組を進めている。

読書の推進

・読書では、学年にふさわしい本を読
ませ、高学年は新聞を活用する。

100
・読書タイム等で指導の充実を行っている。
・高学年はスキルタイムで新聞を活用。

・担任は毎月一回以上、読書日記を
指導し書かせる。

100 ・全学年読書日記に取り組ませている。

・毎月『家庭学習カード』を活用し、児
童の家庭学習の定着をはかる。
　1月は強化月間とする。

100

・2学期は9割以上の児童が、毎日、学年×
10分の学習時間と20分の読書時間に取り組
んだ。
・1月強化月間では、３週間継続した取組を
行い、児童の実態を把握し直した。

・授業者は、前学年・前単元内容の
宿題を月に1回以上出す。

100 ・宿題の取組はできている。

・音読の宿題を毎日出す。

・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。

・保護者は週に1回以上連絡帳・家庭
学習のチェックをする。

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

・チャレンジ大会（全校２回）
・音楽UNO1回（全校１回）　・瀧音楽祭（全校
４回）
・体育（高学年1回）　・苗植え（2～5年1回）
・総合的な学習（6年1回，3年2回）
・学校だよりの児童配布→延べ４０回

・児童の配布する学校だよりを受け
取り、その時挨拶や声かけを積極的
にする。

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。

100

・体力作りの目標設定、担当による評価によ
り、児童の意欲が向上している。班ごとに声
をかけ合う姿も多く見られる。
・掃除や給食、集会でも縦割り班を活用して
いる。
・卒業に向けた取組も縦割り班を活用。

いじめや困りの早期発見

・相談箱を設置し対応する。

100
・相談箱の設置後の相談件数０件
・全職員での統一したはっきりした指導を徹
底。

･全職員で足並みそろえたはっきりと
した指導をする。

・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。

97
・学年学級を問わず、全職員が全児童の指
導を行い多く声かけに取り組んでいる。

・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→１１回
・HP更新→５１回

家
庭

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。

76
・2学期は、１学期より保護者の意識、取組状
況が低くなっている。3学期は、学習カードで
啓発する。

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
・９月　保護者４回（８人）　地域２回（１２人）
・10月　地域１回（１人）
・12月　地域２回（１２人）
・１月　 地域１回（１人）

地
域

進
ん
で
取
り
組
み
や
り
と
げ
る
力
の
育
成

・竹田市学力調査・単
元末テストで６０点に満
たない児童の人数を減
らす。

・竹田市学力調査・単
元テストの平均点
　２・３年生　90点以上
  ４・５年生　85点以上
　６年　　  　85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

・竹田市学力調査（11月実施）iや2
学期単元テストで、60点に満たな
い児童数　　　2名
・1月標準学力調査（4年以上）で、
60点に満たない教科がある児童
数
　　　　　4名

・単元テスト平均（２学期末まで）
　2年→94点（国･算）
　3年→90点（国・算・理・社）
　4年→90.7点（国･算･理）
　5年→81.8点（国・算・理･社）
　6年→91.3点（国･算･理･社）

・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  3.6

・進んで家庭学習に取り組んだ
　（家庭学習カードより）
　9月→21/22名
10月→22/22名
11月→22/22名
１月→22/22名
　児童アンケート　3.7

○小規模校と言うことを加味
し、1学期同様の考え方で、取
組指標と達成指標を設定した。
母数が小さいため変動が大き
くなるが、小規模校だからこそ
高い数値を目指したい。

・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
　１学期５名→２名

・単元テストの平均点
　２・３年→達成
　４・５年→４年は達成
　　　　　　 ５年は横ばい
　６年→達成（大きく伸びた）
　授業改善に加え、スキルタイ
ムや補充学習、個別指導等の
取組が成果を上げている。

・話し合い活動での充実感が
十分味わえていない。どのよう
な内容を話し合えば良いの
か、課題の質･話し合いの方法
等、工夫が必要。

・『進んで学習する』は、家庭学
習カードや児童アンケートでは
達成できているが、日々の様
子からはまだ課題がみられる。
1月を強化月間とし、定着をは
かってきた。保護者への呼び
かけも行った。

・小規模校の強みを生か
し、授業改善の継続とスキ
ルや、補充での個別指導に
力を入れる。

・家庭学習の方法・内容等、
全職員で話し合いをする。
・確認カードの改善と強化
月間（1月）の設定。
・保護者への啓発及び協力
を強くお願いする。

・読書の推進。あわせて新
聞の活用、読書日記と日記
の取り入れ。

・高学年での自学の取組推
進。

・６年生も学力がしっかり付いてい
る。今のうちに下学年に学び方を
見せて欲しい。

・体力向上も学力向上には大事な
要素である。体力がつき、体幹が
しっかりしていないと授業を受ける
ことができない。いろいろな意味
で、低学年からの習慣化が大切
である。

・３年生の家庭学習の時間が他
の学年に比べ少ないのではない
かと意見があったが、２年生がや
や時間がかかること、３年生は取
りかかりが良く、集中して取り組め
ていることを説明した。２月の家庭
学習週間をさらに組織的な取組と
していきたい。

・スキルタイムや補充学習を小規
模校の強みとして今後も取り組ん
で欲しい。

・読書活動も今後ますます重要な
取組となる。児童がどんな本を読
んでいるのか、また読むべきかな
ど校内でも話し合っていきたい。

A

スキルタイム・補充学習の充実

・担任・担当者は、月に2回以上はス
キルタイムを行う。
　国語→新聞活用・文章読解問題・
学テ過去問題等
　算数→計算・文章題・前単元の問
題・学テ過去問題等

100

・9月→国語2回、算数2回
・10月→国語4回、算数5回
・11月→国語4回、算数2回
・12月→国語3回、算数3回
・１月→国語2回、算数3回
時間を確保し、左記内容の取組を進めてき
た。

家庭学習の定着

家
庭

81

・2学期、家庭学習の把握があまりできていな
い保護者が数名いた。また、連絡帳のチェッ
ク、低学年の家庭学習のチェックは不十分で
ある。

互
い
を
認
め
思
い
や
る
心
の
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成

・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

・だれにでも優しい言葉
遣いができる。
　児童アンケート
　　　　　　　 3.8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）
　　　　　　　3.7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
　　　　　　  3.8以上
　保護者アンケート
　　　　　　　3.7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

・だれにでも優しい言葉がけを
している。
　児童アンケート 　3.7

・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　3.2
　（２つの関係項目平均）

・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
　保護者アンケート　　3.3

○2学期からアンケートの「友だ
ちに」という文言を「でれにで
も」という言葉に変えた。

・縦割り判については、協力し
て活動ができている。

・やさしい言葉遣いは２名の児
童が2評価をつけていた。1学
期に比べると4評価の人数が
減少し、3評価が増えているこ
とにも注視していきたい。

・保護者が思いやりや友だちに
関する項目で数名2評価を付
けている。

・心育てがしっかりできていな
いと、学校に対する楽しさ、授
業に対する楽しさ、学力向上に
つながらない。今後も高い達成
指標を目指したい。

・全校児童での遊びの呼び
かけ。（児童会･体育委員
会）

・挨拶運動の推進。（6年生）

・相談箱の設置

・家庭読書のお願い。

・いじめアンケートについて説明す
る中で、児童の休み時間の様子
や言葉使いなどが話題になった。
誰にでも優しく、全校が思いやり
にあふれるように指導を続けた
い。

・メディアの調査から、児童の実
態が見えてくる。時間のルールが
守れない子どもたちが苦しんでい
ないか注視していきたい。中学で
は、オンラインゲームのトラブルが
発生しているところもあるようで、
自分でコントロールできる力を家
庭と協力し小学校のうちから付け
ておく必要がある。

・児童の心育ては、何事において
も大事な基になる。さらに安心し
て楽しく過ごせる白丹小を全職員
でつくっていく。

B意図的称賛の場づくり

※誰が、何を、どれ くらいの頻度で

取組

指標
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