
評価の項目 今年度の重点目標 具体的取組 主担当 現状 評価の観点 実現状況の達成度判断基準 判定基準 備考 判定結果 成果と課題 対　策

予習や課題の適切な評価を行い学
習意欲を高め、習慣化をめざす。

教務主任

各教科

学習習慣が身についていな
い生徒が多い。

（成果指標）
家庭での学習が習慣化した生
徒が増えた。

家庭で、課題等の学習時間を１時間３
０分以上持つ生徒が
Ａ　７０％以上になった
Ｂ　６０％以上になった
Ｃ　５０％以上になった
Ｄ　５０％未満であった

Ｄの場合は、課題
の内容を再検討す
る。

生徒調査
１・２学期
末

Ｃ

・少しずつではあるが家庭学習の意識は出
てきている。基礎・基本の定着のため、各
教科からの宿題や２教科ずつの課題学習等
地道な取り組みを継続できた。課題とし
て、個人差、学年差が出、する生徒としな
い生徒の二極化が見られる。

・２教科ずつの課題学習は継続す
る。プラス自主学習をすすめる。そ
の必要性については、学校便り、学
年だより、懇談会などの場を通して
保護者の協力を求める。

生徒の実態を把握し、生徒の既成
概念を意識した指導を工夫し学習
意欲を喚起する。

教務主任

研究主任

生徒の実態に応じた指導法
を工夫しているが、生徒の
既成概念を吟味するまでに
は至っていない。

（成果指標）
授業が分かりやすく、学習意
欲が向上した。

「授業の内容が分かりやすい」と答え
た生徒が
Ａ：８０％以上になった
Ｂ：７０％以上になった
Ｃ：６０％以上になった
Ｄ：６０％未満であった

Ｄの場合は、指導
法の再検討をす
る。

生徒調査
保護者調査
（１・２学
期末）

Ａ

・　分かりやすい授業を目指し、全職員が
教材研究、授業研究に努め、まだ十分とは
いえないが改善を図ってきた。生徒調査で
は良好な結果が出ているが、保護者調査は
そうではなく開きがある。

・各教科の努力目標、指導の重点を
確認し、それに向けて努力する。ま
た、授業規律の徹底と定着を継続す
る。

② 生徒指導
情報連携から行動連携へと
つながる生徒指導体制を確
立する。

家庭訪問、学年懇談等での情報連
携を合同巡視、共同作業等の行動
へとつなげる。

生徒指導主
事

学年

年間を通して計画的に行わ
れている。

（成果指標）
家庭訪問、学年懇談、合同巡
視等が計画的に行われる生徒
指導体制がとれている。

家庭訪問,学年懇談,合同巡視等が
Ａ：十分できた
Ｂ：ややできた
Ｃ：不十分であった
Ｄ：できなかった

Ｄの評価があった
場合、とりくみの
再検討する。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ｂ

・生徒指導主事を中心に、各学級、各学年
で問題解決のために生徒一人ひとりに応じ
た指導が行われた。家庭訪問の実施時期、
学年懇談会の持ち方、生徒指導の対応のた
めの時間確保等に課題がある。

・再度、職員間の協力・連携のため
に、情報の共有化（交換）を確認、
強化する。そのためにも生徒と積極
的にかかわりを持つようにする。

③ 進路指導・
   生き方指導

系統的な指導と、自分の将
来を考えた進路選択をする
能力・態度を育成する。

進路だよりを計画的に発行し、
様々な情報を適切に伝える。ま
た、職場体験や職業調べなどを通
して、自分の将来や生き方を考え
させる。

進路指導主
事

２年生での職場体験活動と
３年生の進路指導が中心と
なっている。

（努力指標）
生徒は高校選択だけにとどま
らず、自分の将来の生き方に
ついて関心を持つように努め
ている。

自分の将来の生き方について
Ａ：深く考えることができた
Ｂ：考えることが少しできた
Ｃ：あまり考えることができなかった
Ｄ：全く考えていない

ＡＢの合計が６
５％未満のとき、
指導体系・方法を
検討する。

生徒調査
（１・２学
期）

Ｂ

・キャリア教育の全体計画に従い、将来に
つながる生き方についての指導を行い、進
路だよりや掲示等、進路環境を整えていく
ことに努めた。どの程度考えているか把握
する手立ても必要がある。

・道徳、特活、総合的な学習の時
間、キャリア教育などの全体計画、
指導計画を再確認する。将来の生き
方を視野に、各学年に応じた指導を
推進する。

④ 安全管理
防災機器等の扱い方を全職
員が理解し、実際に扱える
ようにする。

長期休業中に防災機器・救命器具
等の扱い方の職員研修を行う。

教頭
防災機器・救命器具等の扱
いを十分に知らない職員が
多い。

（成果指標）
防災機器・救命器具に対する
理解が深まった。

職員が災害行動マニュアルを理解し、
救命機器等の操作を
Ａ：できるようになった
Ｂ：概ねできるようになった
Ｃ：あまりできなかった
Ｄ：できなかった

ＡＢの合計が７
０％未満のとき、
方法・内容につい
て再検討する。

教職員調査
（２学期
末）

Ｂ

・今年、防災機器の講習を実施した。　今
年は防災機器の講習のみになり(昨年、救
命器具の扱い)、安全管理に関する他の取
り組み目標も考えていく必要がある。

・来年度以降も、防災機器、救命器
具の講習会を隔年で実施する。

⑤ 保健管理

生徒が自分の心身に関心を
持ち、自ら健康な生活をお
くることができるようにす
る。

時事にあった保健だよりを作成配
布する。 保健主事

人間関係のストレスからく
る不調を訴えてくる生徒が
多い。

（成果指標）
生徒は規則正しい生活を送る
ことができた。

規則正しい生活が
Ａ：できた
Ｂ：概ねできてた
Ｃ：あまりできなかった
Ｄ：できなかった

ＡＢの合計が７
０％未満のときは
取り組み方を検討
する。

生徒調査
（１、２学
期）

Ａ

・大半の生徒は規則正しい生活をおくって
いる。保健だよりや掲示等で規則正しい生
活の必要性や保健情報を伝え、啓蒙を図っ
た。体調不良を訴える生徒の中には、深夜
まで起きている生徒もいる。

・保健だより、学校便りなどで、規
則正しい生活、保健室の来室状況な
ど保健管理に関する情報を発信す
る。

⑥ 特別支援教育
校内委員会を月に一度以上
開催し、情報交換や生徒理
解に努める。

校内研修会を実施し、全教職員で
共通理解を図り、個別支援を実施
する。

特別支援
コーディ
ネーター

事例検討会や校内研修会を
開催し、支援の方法を検討
している。

（努力指標）
コーディネーターを中心とし
て情報交換をし、個々に応じ
た支援に努めてる。

個々に応じた支援が
Ａ：十分に努力している
Ｂ：概ね努力している
Ｃ：あまり努力していない
Ｄ：ほとんど努力していない

ＡＢの合計が８
０％未満のとき、
方法・内容につい
て再検討する。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ｂ

・コーディネーターを中心に計画的に情報
交換や個に応じた支援の方法を検討した。
課題として、検討したものがが適切であっ
たかどうか、変容や効果の検証も今後更に
進めていく必要がある。

・特別支援コーディネーターと学級
担任の情報交換・連携・協力を推進
する。また、支援の方法、内容、変
容効果なども検証を継続していく。

⑦ 組織運営
全職員が校務分掌の意識を
高め仕事にあたり、他との
連携に努める。

各分掌の主任や責任者を中心に学
年会や各種委員会を定期的に開催
し、連絡調整、情報交換を密にす
る。

教頭

各主任

校務分掌の意識が高まって
きてはいるが、他との連携
はまだ十分とはいえない。

（努力指標）
各分掌ごとに、責任者を中心
に主体的に企画・提言し、他
との連携に努めている。

分掌間の連携が
Ａ：十分できた
Ｂ：概ねできた
Ｃ：あまりできなかった
Ｄ：不十分であった

ＡＢの合計が６
０％未満のとき、
連携体制の再確認
を行う。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ｂ
・責任者を中心に企画運営がなされ、連
携・調整は概ねできているが、まだ責任者
に頼る傾向がある。

・今後も責任者を中心に企画・運営
を提言する。他の職員も積極的に企
画・運営に参画する意識を持つ。

⑧ 研修
教材分析・授業研究に努め
る。

全員１回以上の授業研究を行い、
４回の校内研究すべてで、校内の
事前指導案検討会を２回ずつ開
く。

研究主任
授業研究、指導案検討会に
ついては進行中である。

（努力指標）
教材分析・授業改善に努めて
いる。

授業改善に
Ａ：充分努力できた
Ｂ：おおむね努力できた
Ｃ：あまり努力できなかった
Ｄ：不十分であった

Ｄの評価があった
場合は再検討す
る。

教職員調査
（２学期
末）

Ｂ

・教科の目標を意識し研究授業、校内研修
会を通してよりよい授業づくりに努めるこ
とができている。授業改善という点では、
授業規律の確立を再度見直す必要も出て来
た。

・今後も教材分析・授業改善に努め
る。また、規範意識の向上に向け、
確認をした具体策を実施し、授業の
基本である授業規律の確立を目指
す。

ホームページの充実更新に努め
る。

教頭

情報担当

ホームページが十分に機能
していない。

（努力指標）
　ホームページの更新充実に
努めている。

更新を
Ａ：十分できた
Ｂ：概ねできた
Ｃ：あまりできなかった
Ｄ：不十分であった

ＡＢの合計が６
５％未満のとき、
方法．内容につい
て再検討する。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ａ

・ホームページの更新は各担当が意識し、
更新に努めた。課題としては不定期なもの
の更新がまだ不十分である。ＰＴＡのペー
ジがもう一つ全体の活動が分かりにくく改
善の余地がある。

・次年度、ＰＴＡのページを見直し
特に不定期なページの更新に重点を
おく。

保護者との懇談を適宜もち、保護
者との意見交換をする。

教頭

保護者との懇談の機会を
持ってはいるが、意見交換
という点では、まだ課題が
残り十分ではない。

(満足度指標）
充実した懇談がもてた。

懇談での意見交換は
Ａ：充実していた
Ｂ：概ね充実していた
Ｃ：あまり充実してなかった
Ｄ：不十分であった

ＡＢの合計が６
５％未満のとき、
方法．内容につい
て再検討する。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ｂ

・懇談を通して家庭での様子やいろいろな
情報を知ることができ、協力体制もでき課
題もはっきりした。学年懇談会においては
開催が少ない学年もあり、保護者を集める
工夫が必要である。

・懇談会の位置づけとテーマを吟味
する。また、ＰＴＡを巻き込んで、
参加者を増やす取り組みをする。

⑩ 教育環境整備
安全点検の日常化を図り、
施設設備の改善をする。

毎月の安全点検と改善箇所の早急
な対応をする。

教頭

各担当

安全点検は実施している
が、まだ十分とはいえな
い。

（努力指標）
毎月の安全点検等が確実に行
われ、施設設備の状況を把握
するよう努めている。

施設設備の点検・整備・修繕が
Ａ：十分できた
Ｂ：概ねできた
Ｃ：あまりできなかった
Ｄ：不十分であった

Ｃ、Ｄの評価が
あった場合、再検
討する。

教職員調査
毎月の安全
点検調査

Ｂ

・毎月実施日を決め安全点検を実施し、点
検修繕状況については職員に知らせた。課
題としては、職員で修理できることが今ひ
とつ実施されていないところがある。

・今後も定期の安全点検を実施し、
点検状況を一覧表にまとめ職員に知
らせる。また、職員で修理可能なこ
とはできる限り修理する。

学校関係者評価

・家庭での学習においては、子どもの努力だけでなく親の協力も必要であり、家庭のあり方が大事である。家庭の協力を伝えていく手段の一つとして、懇談を大事にする。

・細やかな指導、家庭との連携において、情報交換されていることは大切である。更に生徒への声かけを増やし、心を通わせることを心がけてほしい。
・防災機器、救命器具の扱いは全員が知っておく必要がある。操作を忘れても、３，４人で補える体制が大事である。
・規則正しい生活は、保護者の理解と協力が必要である。情報交換を密に、家庭との連携に努めてほしい。
・教材分析、授業改善の研究を今後も継続し、学習面における生徒の意識が高まることを期待したい。
・ホームページは、昨年と比べると良くなっている。ＰＴＡのページは活動しているのに見えてこない。活動の様子が分かるようにしてほしい。

　　平成２１年度　　　　学　校　評　価　報　告　書

　　学校教育ビジョン

① 教育課程
 ・・学習指導

学習サイクルを確立し学習
意欲を高める。

⑨ 保護者、地域
との連携

学校の情報公開を充実さ
せ、保護者との共通理解を
図る。

加賀市立片山津中学校

・生徒一人ひとりのより良き自分づくりと人間関係づくりを促す指導

・教師一人ひとりの力量と相互の結束力に基づく指導の推進　　　　◎明日への理想と他への思いやりを持って、たくましく生きる生徒の育成

・保護者や地域の人々との協力・協同関係の強化


