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駅家中学校区 校番 48 福山市立服部小学校 
   

 最終更新日 2018年（平成 30年）１０月 1日 

 
ミッション  福山に愛着と誇りを持ち，変化の激しい社会をたくましく生きる子どもを育てる。 

ビ ジ ョ ン  「福山１００ＮＥＮ教育」の基本理念のもと，各中学校区・学校が「２１世紀型“スキル＆倫理観”」の育成に向けた特色ある教育課程を編成し， 

日々の授業を中心として評価・改善を進めながら，子どもたちの確かな学びを実現している。 

児童生徒の現状 

○小・中学校ともに根拠に基づいた

記述や資料活用問題に課題がある。 

○「自分の良さは周りの人から認め

られている」は年度当初に比べ10％

から 19％向上している。 

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 

＜中学校＞ 思考力 コミュニケーション力・協調性 意思決定力・志 

＜小学校＞ 考え力     つながり力        未来力 

めざす子ども像 

(義務教育修了時の姿) 

○日常生活の中に課題を見つけだし，自分の知識を総動員して答えを導き出す。 

○他者との関係を協調的に築きながら，自分の考えを発信し，仲間と課題解決する。 

○自分の人生を切り開き豊かな未来を創ろうと見通しや展望を持ち自己決定する。 

中学校区として 

統一した取組等 

○「主体的な学びによる思考力・判断力・表現力の育成」を研究テーマとする。 

・学力調査の分析から課題をつかみ具体的な手立てを研究し，授業改善を進める。 

・授業改善の意識調査を実施し，ＰＤＣＡによって職員の授業改善を進める。 

・通過率 30％未満の児童・生徒への取組みを充実させる。 

 

現 状 

＜児童生徒＞ 

○学習規律が定着し，意欲的に学習する児童が多い。各種力検査においては，概ね全国

平均・県平均を上回っているが活用問題に課題がある。 

○規範意識の高まりが見られ，児童は安心して学校生活を送っている。１００％の児童

が「学校が楽しい」と感じている。 

＜授業＞ 

○授業内容に合わせた思考ツールの活用や，ペア・グループ学習により，考えを整理し

たり深めたりすることができた。 

○児童が主体的に「めあて」を設定し，「まとめ」に整合性を持たせることができた。 

●思考ツールの効果的な活用や，児童に付けたい力をより明確にすることが必要であ

る。 

 

育成する力 

(21世紀型“スキル＆倫理観”) 
考え力 つながり力 未来力 

めざす 

子ども像 

低 
物事を比べて気付いたことや考えたこと

を表現することができる 

困っている友だちに声をかけることができる 

自分の考えをもち，相手に伝えることができる 

何事にも意欲的に挑戦することができる 

将来の夢を多くもっている 

身の回りの物事・現象に興味をも

ち，進んで調べようとする 

中 

物事を比較して，双方の良さや問題点に

ついて自分の考えをもち，根拠をもって

表現することができる 

集団の一員であることを自覚し，自分の役割を果たしたり，助け合ったりすること

ができる 

自分の考えをもち，他者の考えを比較しながら，意見を伝え合うことができる 

目標を定め，意欲的に活動することができる 

将来の夢をもち，実現に向けた目

標をもっている。 

多様な方法で情報を集め，整理す

ることができる 

高 

物事の良さや問題点について，他の例を

引用して比較したり，異なる視野から見

たりして，考えたことを表現することが

できる 

集団をリードする立場として，集団全体の状況を把握し，自分の役割を果たすこと

ができる 

自分の考えをもち，相手が納得できるように話したり，他者の意見を共感的に聞い

たりすることができる 

目標を定め，達成のために必要な条件を考え，積極的に課題解決することができる 

将来の夢の実現に必要な道筋や

目標について，情報を集めたり考

えたりしている 

必要な情報を取捨選択し，活用す

ることができる 
   

研究 

教科等 社会科（生活科）・特別活動 

主題・ 

内容等 

「学びあい・認めあい・励ましあい」のある授業の創造 

 ～ ペア学習・グループ学習を活用した対話的で深い学びの実践 ～ 

めざす授業の姿 

○主体的に学び始め，学びが深まるような課題づくりを行い，自己の学び（成長） 

が実感できる授業 

○互いの考えや意見を交流し，高め合うことができる授業 

○児童に付けたい力を明確にした授業 

 

前年度学校関係者評価の主な内容 

○学校の努力がよくわかる。自己肯

定感については学校・家庭が協力し

合って取り組むことが大切である。

○わかりやすい評価規準にすると共

に評点のあり方をはっきりさせる。 

 

ミッション 

郷土に誇りを持ち，すすんで考えよりよく生きるための基礎を培う服部小学校 

 
学校教育目標 

自ら学び，思いやりのあるたくましい服部っ子の育成 
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Ⅳ 目標・取組及び評価指標等の設定と評価  

 

年 
目 

中期経営目
標 

重 
点 

分 
類 

短期経営目標 
目標達成に 
向けた取組 

評価指標 

中間評価(10 月１日) 最終評価(２月末) 

□指標に係る 
取組状況 

プロセス 
評価 

達成 
評価 

改善方策 
□指標に係る取組状況 
◎短期(中期)経営目標の達成状況 

プロセス 
評価 

達成 
評価 

総合 
評価 

改善方策 

２ 

全国学力・学習
状況調査全教科
全国平均以上 

★ 

見

直
し 

各種学力テストで全
国・県平均以上にする 

・「授業づくりアクショ

ンプラン」に基づく授業
づくりをとおして「考え
力」「未来力」「つなが

り力」を育成する 
・授業，ステップアップ
タイム等において個に

応じた指導を行う 
・「学力向上」重点単元
において，学力検査の課

題分析を踏まえた授業
改善を行う 

単元末テスト（学期平均）
７０点未満の児童の割合  

各学級６％未満 

・単元末テスト 70点未満の児童

の割合は，3.9％だった。個別の
学力の差があるため，学習相談日
を設け，個別指導を行った。 ３ ４ 

・授業や朝学習等の時間で

引き続き個別指導を行う。 
・ミニテストを行い，基礎
学力の定着を図る。 

・1時間ごとのねらいを明
確にして，学習内容を確実
に定着させる。 

     

ＣＤＴ（学力検査）Ｃ判
定児童の割合 
国・算・理平均６％未満 

・朝のホタルタイムで活用問題に
取り組んだ。解説をすることで解

き方を明確にした。 
３ ３ 

・引き続きホタルタイムで
活用問題に取り組む。 

・テストの誤答についての
解説を行う。 

    

授業で考えることが 
面白いと回答する児童
の割合８０％以上 

・「学校での授業は楽しい（おも

しろい）」と回答した児童が 98％
であった。めあてを明確にした授
業づくりやペア・グループ学習を

取り入れた授業が効果的であっ
た。 

３ ４ 

・主体的に学び始めるよう

な課題づくりを行う。 
・引き続き，ペア・グルー
プ学習を通して，互いの考

えや意見を交流し，高め合
うことができる授業を行
う。（思考ツールの効果的

な活用） 

    

１ 

「自分の良さは
周りから認めら
れている」アン
ケート 
肯定的自己評価
８０％以上 

★ 

見

直
し 

全ての教職員が「学びあ
い・認めあい・励ましあ

い」をもとに，互いを高
め合う集団づくりを行
う 

・学校行事等で自己目標

を持たせ，自己目標達成
に向けた意欲・態度を育
成する 

・児童の長所を肯定的に
評価するとともに，帰り
の会等で，互いの良いと

ころを認め合う取組を
行う 

学校が楽しいと実感で

きる児童 
児童肯定的回答 ９５％
以上 

・「学校が楽しい」と回答した児

童は１００％であった。さまざま
な場面で児童を肯定的に評価し
てきた。 

４ ４ 

・授業や学校行事の充実を

より一層図っていき，児童
が「学校に来たい」という
意識が持てるようにする。 

     

自分には良いところが
ある，自分の良さは周り
から認められていると

実感できる児童の肯定
的回答８０％以上 

・「自分にはよいところがある」
と回答した児童は９６％であっ
た。自分を助けてくれる友達も多

いと感じており，友達関係のよさ
も関係していると思われる。 

３ ４ 

・自分自身を肯定的に振り
返る場や友達から評価し
てもらう場面を数多く設

定し，自己肯定感を高めら
れるようにする。 

    

２ 

駅家中学校区ス
タンダードのア
ンケート肯定的
自己評価 90％
以上 

 
継
続 

駅家っ子５つのやくそ
くの意識化を図り，アン
ケート肯定的自己評価

を９０％以上にする 

・強化週間を設け，意識

化を図るとともに，結果
を公表して意欲づける 
・児童会の生活目標とリ

ンクさせ，児童の自主的
な取組を促す 

駅家中学校区スタンダ
ード指標 
児童達成率 平均９０％

以上 

・家庭学習の目標時間を 9９.６％
の児童が達成できた。 
・「無言そうじ」・・・92.5% 

・「チャイム着席」・・・91.4% 
の児童が達成できた。 
児童会が月目標を伝え意識を高

めた。 ３ ４ 

・学習時間だけでなく自主
学習など，質を高めてい
く。 

・各月の生活目標につい
て，代表委員会で取り組み
方を決め，全校に伝えるこ

とで，児童の規範意識を高
める。 
・生活アンケートの結果を

基に，生徒指導主事が成果
や課題を児童に伝え，目標
や課題を児童が見付けら

れるようにする。 

     

福山市立服部小学校 
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２ 

新体力テスト
で県平均以上
の種目率 60％
以上 

★ 
見
直

し 

体力・運動能力向上に向

けて，自己目標を持たせ
県平均以上の種目を 
６０％以上にする 

・新体力テスト（5月）
の結果分析をもとに，自

己目標を設定させる 
・自己目標の達成に向け
た体力づくりを行う 

・重点となる種目の向上
をめざし指導の場を設
定するとともに，指導法

を工夫する 

新体力テスト結果にも

とづく取組後の結果 
県平均以上種目 男女と
もに６０％以上 

・新体力テスト県平均以上の種目
は 72%（男子 66%，女子 77%）
であった。昨年度からストレッチ

の取組を継続した。また，自己目
標を設定し実施した。 

3 ４ 

・帰りの会でのストレッチ
を継続していく。 
・児童会主催で課題を改善

する取組を行う。 
・体力づくりの宿題に取り
組む。 

・新体力テスト課題のあっ
た種目の再テストを行い，
結果を児童に見せること

で，新たな目標や課題を見
付けさせる。 

     

進んで外遊びや体力づ

くりをする児童８０％
以上 

・「休憩時間に外遊びをするよう

にしている」と回答した児童は 
７８％であった。サーキット等も
計画していたが，天候（高温）の

ため，実施できないことも多かっ
た。 

３ ３ 

・１２月のマラソン大会に

向け，１１月上旬からかけ
足タイムを設け，体力の向
上を図る。 

    

２ 

保護者の学校
満足度を 90％
以上 

 

見

直
し 

児童・保護者の視点に立
った，心のこもった教育
を行い，学校満足度を 

９０％以上にする 

・児童の様子や成長が伝
わるような便りを作成
し，積極的に情報発信す

る。 
・児童保護者アンケート
を実施し，結果を公表し

て改善に生かす。 
・児童の成長や課題等に
ついて迅速な保護者連

携を行う。 

学校満足度に係る保護
者アンケートにおける
学校満足度項目の肯定

的回答平均９０％以上 

・保護者アンケートの学校満足度
項目の肯定的回答は９６％であ
った。「掃除」「教職員が力を合わ

せて取り組んでいる」の項目がや
や低かった。 

３ ４ 

・日常的に環境整備に努め
ていく。 
・学校での様子を情報発信

する際，取組の過程も含め
て保護者に伝えていく。 

     

 [プロセス評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ 
取組の目的に対する共通理解が顕著に認められ，状況の変化，問題が

生じた際は，協同的な課題解決が十分に図られた。 

４ 
取組の目的に対する共通理解が認められ，状況の変化，問題が生じた

際は，協同的な課題解決が概ね図られた。 

３ 
取組の目的に対する共通理解が一定程度認められ，状況の変化，問題

が生じた際は，協同的な課題解決がある程度図られた。 

２ 
取組の目的に対する共通理解が認められ難く，状況の変化，問題が生

じた際の協同的な課題解決があまり図られなかった。 

１ 
取組の目的に対する共通理解が認められず，状況の変化，問題が生じ

た際の協同的な課題解決が図られなかった。 

 

[達成評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ 目標を大幅に達成し，十分な成果をあげた。 

４ 目標を概ね達成し，望ましい成果をあげた。 

３ 目標をある程度達成し，一定の成果をあげた。 

２ 目標を下回り，成果よりも課題が多かった。 

１ 
目標を大きく下回り，成果が認められなかっ

た。 

 

[総合評価の評価基準] 

評点 評価基準 

５ １００％以上の達成度 十分に目標を達成できた。 

４ 
８０％以上１００％未満の達

成度 
概ね目標を達成できた。 

３ 
６０％以上８０％未満の達

成度 
ある程度目標を達成できた。 

２ 
４０％以上６０％未満の達

成度 

あまり目標を達成できなか

った。 

１ ４０％未満の達成度 目標を達成できなかった。 

 


