
　　　　◎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

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 成果と課題 対策

学年にあった課題学習を継続する。さら
に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。

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。

家庭での学習時間が１時間３０分以の生徒
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）

Ｂ

　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
出てきており、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。

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）

Ｂ

　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。
　ノート指導をする。

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。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。

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、
とりくみを再
検討する。

教職員調査
（１・２学
期末）

Ｂ

生徒指導問題発生時にも、それぞれ
の立場で適切に動ける生徒指導体制が
整っていた。

問題発生時までのプロセスの確認
や、出来るだけ早く問題に対応するた
めの情報交換や伝達に、柔軟さや決め
細やかさが必要である。

　子どもたちの様子を学年会で１日単
位で確認し、その情報の共有をはか
る。
　心配なことや、うまくいっていない
と感じることは、その日のうちにオー
プンにできる環境をつくる。

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、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。

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
６５％未満の
とき、指導体
系・方法を検
討する。

生徒調査
（１・２学
期末）

Ｂ

　１、２年生に高校のビデオ・資料を
提供し、少しでも進路学習につなげて
いけたらと取り組んだ。また、掲示等
にも情報を載せることができた。た
だ、将来の生き方まで至っていないの
が現状である。

　高校選択に向けての情報も大切だ
が、長い目で見た人生設計を考える資
料・授業を考える必要がある。総合・
学活・道徳の授業の一部で取り組んで
いかなくてはいけない。

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
７０％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

　防災機器・救命器具(AED)の取扱に
ついては、これまでの講習（研修）で
概ね理解されている。
　研修会の時期については、夏季休業
中を予定していたが、出張等で全員が
揃う日がなかなか取れなかった。

　防災機器と救命器具の研修会を出来
る限り同時に行いたい。また、その時
期についても何とか１学期のうちに行
えるようにしたい。保健体育科の救命
救急法の授業と絡めて実施していきた
い。

食の大切さを知り、全
生徒の朝食の習慣化を
図る。

朝食を食べずに登校
し、体の不調を訴える
生徒がいる。

（成果指標）
食の大切さを知り、毎
日朝食を食べることが
できた。

毎日朝食を食べることが
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
８５％未満の
ときは取り組
み方を検討す
る。

Ｂ

　朝食を食べずにきた生徒に対し、食
の大切さについて個別指導することは
できた。
　朝食を食べてこない生徒は、起床時
間が遅いこと、家族が寝ていて準備し
てくれない状況が理由にあった。

　生徒自身の意識だけでなく、家族の
協力が不可欠であり、保護者を巻き込
んでの指導が必要。
　生徒会活動の中で、食事について考
えたり、全校生徒に食事の大切さを呼
びかける。保護者にも懇談会等、機会
を捉えて情報提供、指導をする。

正しい姿勢を意識して
生活することができる
ようにする。

猫背で姿勢の悪い生徒
が多い。

（成果指標）
正しい姿勢を知り、正
しい姿勢で生活するこ
とができた。

正しい姿勢で授業を受けることが
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
６０％未満の
ときは取り組
み方を検討す
る。

Ｄ

　職員の関心を高め、知識を深める為
に夏季休業中に職員研修会を行った。
　文化祭では、姿勢をテーマに足形測
定や姿勢のチェックコーナーを設け、
生徒の興味を高めた。保健委員対象に
姿勢の指導を行った。

　姿勢は習慣によるものであるため、
即、改善には至らない。そのため、継
続的な指導が必要であり、多くの人の
関わりが必要である。正しい姿勢のポ
スターを各教室に貼り、適宜教師が指
導したり、全校生徒や保護者対象の講
演会などの機会をもつ。

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。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。

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
８０％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

　校内委員会、校内研修会を通して、
情報交換や支援方法の検討・検証を
し、共通理解を図ることはできた。
　支援委員会と学年会で情報交換はで
きていたが、個々の生徒について、さ
らに具体的な支援方法を検討していく
必要がある。

　３年間の成長と卒業後の進路を見据
えた支援方法を継続的に検討してい
く。
　支援委員会と学年会で連携を密に
し、保護者との共通理解を図る。

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。他の職員も積
極的に企画・運営に参画する。

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
６０％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

　各々の分掌については、各担当（責
任者）を中心に、しっかり動けてい
た。連携という点で不十分さを感じて
いる職員もいたが、２学期になって大
きく改善された。

　各分掌の委員会が定期的に開かれる
よう、年間を見通して予定の中に組み
入れていきたい。
　連携が十分に果たされるよう、情報
交換の機会を増やしていく。

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、３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。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。

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）

Ａ

　全員１回以上の授業研究とそれに伴
う２回ずつの指導案検討会も実施する
ことができ、教科を越えた学びの機会
を設けることができた。授業の基本で
ある授業規律に関しては、根底となる
共通項目を全職員で確認し、日々の授
業で取り組んだ。

今年度の学校研究テーマ「学力の定着
を図る工夫」を継続し、生徒の基礎学
力と思考力の向上を推し進めていく。

・ホームページの充実更新に努める。
・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。

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
６５％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

　ホームページは、担当者を中心に定
期的に更新できた。
　ホームページを閲覧している保護者
が予想以上にいるので、今後ともしっ
かりした更新体制づくりに努める必要
がある。

　全職員が更新方法を理解するよう研
修会をもつことを考えていきたい。ま
た、行事ごとにきちんと写真や記録に
収めることにも心がけていきたい。

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
６５％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

　学校だより・学年だより・学級だよ
り（１年）が充実しており、家庭訪問
や学校での懇談もしっかりできてい
た。また、PTAの総務会や学年懇談会
などでも、きちんとできていた。た
だ、内容の充実という点では、まだま
だ改善しなければならないと考える。

　早い時期に家庭訪問を実施し、学期
に１回は個人懇談を行い、生徒の現状
把握と保護者との連携を図っていく。
　また、学年だより、学級だよりをよ
り一層充実させる。

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点検状況を
一覧表にまとめ早急な対応をする。ま
た、職員で修理可能なことはできる限り
修理する。

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
　安全点検は、２ヶ月に１度の実施に
とどまったものの、修繕等について
は、その都度、直ちに処理することが
できた。

　職員の意識向上のためにも、安全点
検を毎月必ず実施し、生徒の安全管理
と環境整備に努めていく。

学校関係者評価

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。

・学校評価全体については、先生方が自己評価も含めて厳しく査定されたものであるので、概ね妥当であると考える。
・学習指導に関しては、今の家庭学習の習慣化に向けての取り組みを継続して行っていってもらいたい。
・授業の理解について、生徒と保護者との評価に開きがあるのは仕方ない。生徒の評価を学習指導の評価と考えれば良い。
・生徒指導の評価についてはＡ評価でも良いのではないか。最近の生徒の挨拶や生活態度を見ていても大変良くなっている。学校の取り組みが功を奏していると評価したい。
・保健指導で、姿勢の悪さや朝食摂取の不十分さは家庭の問題でもあるので、保護者と連携して何かしらの取り組みを行ってもらいたい。また、先進的な取り組みをしている学校に学ぶことも必要である。来年度の重点項目にしても良い。
・情報の公開については、学校評価アンケートの開示や様々な便り等が配布されているなど十分な取り組みがされていると感じている。前にも増して風通しが良くなったといえる。
・保護者に、もっと家庭教育の重要性を理解してもらえるよう働きかけることが大切。学年懇談会や各種の講演会の中味を検討して、学校に今以上に関心を持ってもらえるよう努力してもらいたい。

・自主的にかかり活動、委員会活動、奉仕活動などに取り組む生徒

加賀市立片山津中学校

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。

食事や睡眠など、生活リズムに関わるこ
とや姿勢についての実態調査を行い、来
室状況などと合わせて便り等で家庭に情
報を発信する。また、全職員が知識を深
め、朝食を摂取することや正しい姿勢で
生活することの大切さを指導していく。

・目標に向かって、根気強く努力する生徒

・自他を認め、互いに助け合う生徒

・集団生活のルールやマナーを遵守する生徒

・郷土の人や自然とのふれあいを大切にする心豊かな生徒

　　平成２２年度　　　　学　校　評　価　報　告　書

　　学校教育ビジョン

保健主事⑤ 保健管理

生徒調査
保護者調査
（１、２学
期末）


