
設問２ 8１%↓ 設問１ 78%－
設問３ 8１%↓ 設問２ 83%↑

項目１ 84%↓ 設問４ 86%↑ 設問４ 86%↑
項目２ 90%↑ 設問５ 82% 設問５ 84%↑

項目１ 87%↓
項目３ 83%↓

設問９ 85%↓
設問10 84%

項目５ 77%↓ 設問７ 81%↓ 設問８ 53%↑

設問９ 73%－
設問10 83%↓

学校評価アンケート（R２前期）より　～課題解決に向けて～　2020，８月

自分からあいさつ
はっきり返事

83%↓場に応じた言動項目３

１，やさしい子（挨拶・返事）《ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標》

ルール、マナー、声かけ 助ける・手伝う 思いやりある行動

３，進んで学ぶ子（見通しとふり返り→わかる学び）

明るいあいさつ
はっきり返事

２，やさしい子（友だちを大切にした言動）《ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標》

友だちを大切にした言動 やさしいことば 言葉遣い

82%↑自己表現
わかるまでがんばる

見通しをもった学習
学びのふり返り

83%↑設問８ 学習が分かる・楽しい 87%↑

4，進んで学ぶ子（かかわり合いの場・自己表現）《ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標》

設問７ 学習が分かる・楽しい

宿題の質・量
項目４ がんばりカード・支援プロの活用 59%↓ よく考えて問題解決 87%↓設問６

6，進んで学ぶ子（家庭学習）

学力向上に向けた努力

話を聞く
70%↓かかわり合いの場づくり項目２ 設問６

5，進んで学ぶ子（読書活動・読書習慣）

本に親しむ手立て 読書好き 読書習慣の定着

教職員 児童 保護者

○日常的な校内研究･･･同学年やブロックによる共同の教材研究、互見授業や指導案検討会、授業後の協議会などに取り組んでいきます。

※今年度は「一歩深く考える授業づくり」、「学びを深めるかかわり合い」を研究の柱に据えています。

○ユニット型研修･･･保護者の方、地域の方、牟礼中、牟礼南小の教員にも授業参観をしていただき、外部評価を取り入れています。

○組織的な取組･･･学力向上プランをつくり、見直しをしています。学年・ブロックで取り組むことを決定し実践していきます。

○「やまぐち学習支援プログラム」、「やまぐちっ子 The Movie」の活用・・・ご家庭でもぜひご活用ください。

教職員 児童 保護者

教職員 児童 保護者

教職員 児童 保護者

肯定回答の比較（教職員・児童・保護者）

80%以上 60%未満

教職員 児童 保護者

教職員 児童 保護者

○共通理解と共通実践･･･いつでも、どこでも、誰（教師・保護者・地域の人）もが、子どもに同じ指導！

○「場面指導」が大切です。その場でタイムリーに。挨拶は叱咤と激励の両面から。気持ちのよい挨拶は”礼儀”です。「挨拶は 言われる前に 自分から」

○認め合いの場づくり･･･意見の違いを認め合う授業づくり、帰りの会での「今日のキラリ」等に取り組んでいます。。

○開発的生徒指導の取組･･･「全校キラリ」…トイレの履物が揃っている学年を放送で紹介、「幸せの流れ星」…友達の良さを可視化

○やさしい言葉遣い･･･「子どもはおとな（教師）の鏡」学校でも指導します。ご家庭・地域でも望ましい言葉遣い・態度のご指導をお願いします。

※児童の頑張り、保護者・地域の皆様のご協力、教職員の取組により、多くの評価項目において肯定回答率の

高いものが見られます。また、チャレンジ目標については、どれも子どもたちの肯定回答率が８割を超えています。

しかし、項目によっては、児童、保護者、教職員の間でズレがあるのものあり、課題と認められる項目もあります。

今後もそれぞれが工夫と努力を続け、学校、家庭、地域が一体となった「チーム牟礼」で課題を解決していきま

◆牟礼小学校、牟礼地域（ミラタクネット）では、育てたい子ども像を「やさしい子（徳）」「進んで学ぶ子（知）」「元気な子

（体）」の３つの側面からとらえ、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの成長を支えています。

ここでは、３側面の主な項目ごとに、教職員・児童・保護者の肯定回答率を示しています。（個別の項目の結果につい

ては学校だより「牟礼笑学考」９月号に掲載しています。）そして、「学校・家庭がすべきこと（現在の取組）」「地域にお願

いすること」「２者・３者が協働して取り組むこと」などをあげてみました。これ以外にも様々な取組や方法があると思いま

す。学校にお知らせいただけますとありがたいです。よろしくお願いします。

※ ↑、↓、－は前期の％との比較を表しています。



設問19 86%↓

7，元気な子（元気な子カード）

設問14 早寝・朝ご飯・歯磨き・ハンカチ
63%↓健康的な生活項目１

身だしなみ
78%↓生活習慣づくり設問13

8，元気な子（外遊び・体育学習）

83%↓

88%↑ 設問11 外遊び 71%－項目２ 教室０運動・30分以上の外遊び 91%↑ 設問12 目標に向けた体育学習

○家庭での読書の時間を！

１学期は図書委員会の発案で「読書ビンゴ」に取り組みました。さまざまな類の図書を借りて読み”ビンゴ”になると、特別に本が２冊借り

られるという企画です。多くの子が参加しました。貸出冊数もおのずと増えました。また、今年度の就学時健診時の子育て講座では、お話

しポケットの重藤さんによる講演を予定しています。２年前のＰＴＡ教育講演会でもお話をいただきました。子どもにずうっと読み聞かせをし

てきたらどんな子に育ったかをご自身の体験で披露してくださいました。とても興味深いお話でした。

多忙な日々ですが、どうか「忙中暇」を生み出し親子での読書時間を少しでも作ってください。「”本”について親子で会話！」素敵ですね。

○自学は楽しい！ つくろう！「Ｍｙ note」

昔から「書いて覚えよう。」とよく言われてきました。”書く”ことは覚えるだけでなく、ひらめき力・発想力の強化にもつながります。キー

ワードの記述、軽重に応じた色づかい、図式化、要約の手法（箇条書きや４コマ漫画等）、etc 大切な要素が身に付きます。高学年では

「My Note」づくりを目指していくことも大切です。学校では「家庭学習の手引き」を配付し、良い自学ノートを紹介しています。ご家庭でも励

ましの声かけをお願いします。

教職員 児童 保護者

教職員 児童 保護者

※今年度の１学期は、本校がこれまで取り組んできた「元気な子週間」「体力テスト」ができませんでした。９月より元気な子

カードを使った取組を始めますのでご協力をお願いします。また、「教室０運動」については、後半は熱中症対策を優先し取り

組まない日もありました。もっぱら新型コロナ対策が主になった１学期でした。手洗い、うがい、部屋の換気にはどのクラス・ど

の子ももよく取り組めていました。しかしながら、子どもたちは外遊び・運動が大好きです。体育の授業では、副読本「わたした

ちの体育」を使い、めあてに向けて工夫しながら活動しました。

思いっきり運動できる日が戻ることを願い、ご家庭でのご協力を引き続きよろしくお願いします。

「出会った人に自分から気持ちの良いあいさつをしよう」
「困っている人がいたら助けたり手伝ったりしよう」

「わからない問題をそのままにせずわかるまでがんばろう」

チャレンジ目標は子どもた

ちが１年間取り組むめあて

です。毎年各クラスで案を

出し、運営委員会が中心と

なって代表委員会で決定

します。

令和２年度 牟礼小学校運営協議会 活動計画 

 

回 活  動  名 期  日 対象 場 所 主な内容 

１ 
第１回学校運営協議会 

→中止 
４月２０日（月） 全員 牟礼小学校 

・学校運営協議会の組織、活動内容 

・今年度の学校経営方針の説明 

２ 学習支援委員会→延期 ５月１２日（火）  牟礼小学校 稲種まき 

３ 安心安全委員会 ５月２０日（水）  牟礼小学校 ・安全対策、緊急時の対応 

４ 第２回学校運営協議会 ６月 ２日（火） 全員 牟礼公民館 
第１回牟礼協育ネット協議会後 

・学校評価、綱紀保持 

５ 学習支援委員会 ６月 ５日（金）  原田さんの田 どろんこ遊び 

６ 学習支援委員会 ６月 ８日（月）  原田さんの田 田植え 

７ 第３回学校運営協議会 ６月１２日（金） 全員 牟礼小学校 
参観日（授業参観日） 

授業評価  

８ 
第４回学校運営協議会 

→延期 or中止 
６月１８日（木） 全員 牟礼小学校 

兼 学校保健委員会  

→中止 

９ 第５回学校運営協議会 ７月中 全員 牟礼小学校 水泳記録会 

10 第６回学校運営協議会 ８月２０日（木） 全員 牟礼小学校 ・学校評価 熟議（子ども像） 

11 第７回学校運営協議会 ９月 ９日（水） 全員 牟礼小学校 
参観日 

人権教育 夏休みの作品展 

12 学習支援委員会 １０月  ９日（金）  原田さんの田 稲刈り 

13 第８回学校運営協議会 １０月２４日（土） 全員 牟礼小学校 参観日・友愛セール・バザー 

14 学習支援委員会 １１月 ６日（金）  牟礼小学校 ３，６年農業・文化体験活動 

15 第９回学校運営協議会 １１月１１日（水） 全員 牟礼小学校 運動発表会 

16 第 10回学校運営協議会 １１月２０日（金） 全員 牟礼小学校 集会活動 

17 学習支援委員会 １月１５日（金）  牟礼小学校 ３，５年餅つき、昔の道具体験 

18 第 11回学校運営協議会 １月１８日（月） 全員 牟礼公民館 
第２回牟礼協育ネット協議会後 

・２学期の振り返り ３学期の予定 

19 第 12回学校運営協議会 １月２２日（金） 全員 牟礼小学校 参観日 

20 学校評価委員会 ２月１２日（金） 評価委員 牟礼小学校 学校評価書による評価 

21 第 13回学校運営協議会 ２月１９日（金） 全員 牟礼小学校 ６年生を送る会 

22 第 14回学校運営協議会 ３月 ４日（木） 全員 牟礼小学校 ・学校評価の確認 次年度に向けて 

※  校内公開授業の参観、研究協議への参加 

※  １０００日プラン対象者（新採１年目～３年目教諭）への授業評価 

 牟礼ミラタクネット内の学校の授業参 
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学校運営協議会（ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ）は、地域の方や保護者の方をまじえ共に学校の教育活動を行う仕組みのことです。１５

名の委員さんから構成されています。会長は牟礼民生委員児童委員協議会長の弘中稔悟さんです。下表のように安心安

全委員会、学習支援委員会、評価委員会の３部会を合わせ年間２０回程度の活動があります。ミラタクネット、牟礼中、牟礼

南小、地域の諸団体と連携し、さまざまな体験活動を企画したり授業参観による評価をいただいたりすることで、子どもたち

の成長・教職員への支援に大きく関わってくださる、いわば「学校には欠かせない大切なパートナー」です。

牟礼小学校 学校運営協議会とは・・・


