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・目標に向かって、根気強く努力する生徒 ・自主的に係活動、委員会活動、奉仕活動などに取り組む生徒

　　　　◎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 ・自他を認め、互いに助け合う生徒 ・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

・集団生活のルールやマナーを遵守する生徒

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
いる生徒と身について
いない生徒の二極化傾
向にある。

（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
分以上の生徒が
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）

Ｃ

　基礎・基本の定着のため、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、２教科ずつの課題学習
のみの家庭学習で終わってしまい、メインである各教科から
の宿題が十分行われているとは言えない。また、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。

　各教科担当が宿題の点検を丁寧に行う。
２教科ずつの課題学習を継続する。学校便
り、学年だより、懇談会などの場を通し
て、家庭学習の定着を目指し保護者の協力
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。
　生徒の実態に応じた指導を工夫する。

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。

情報連携をスムーズかつ有効に
するために確認の声かけを徹底
する。

生徒指導
主事

学年

情報連携から行動連携
へとつながることが不
十分である。

（成果指標）
情報連携がなされてい
たか。
情報連携から行動連携
につながったか。

Ａ：情報連携から行動連携につ
ながった
Ｂ：情報連携がなされた
Ｃ：情報連携が不十分であった
Ｄ：情報連携ができなかった

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

　学年会に生徒指導主事が参加し、生徒指導委員会も定期的
に開かれたこともあって、情報連携は概ねなされていた。ま
た、管理職からの助言等もあり、みんなで対応しているとい
う安心感があった。ただ、情報連携が即、行動連携につな
がっているかというとまだまだの面があり課題である。

クラスの情報や学年の情報をもっとオープ
ンにして情報連携から行動連携へつなげて
いきたい。そのためには、生徒指導の問題
の窓口を生徒指導主事に一本化し、対処し
ていかなければならない。

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

　２年生の職場体験や高校調べ，３年生での体験入
学や高校説明会を通して，徐々にではあるが将来へ
の関心を高め目標を持って日々の生活が送れるよう
になってきている。ただ進路の選択や決定に対する
不安を解消したり，希望の実現に向かって努力し続
ける態度を身につけるところまでは至っていないの
が現状である。

　職場体験や高校調べ，体験入学や高校説
明会に対する意識を高め，ただ参加すると
いうだけでなく，自分の進路選択や将来へ
のつながりを強くできるような活動につな
げていく。そして今やっていることが，自
分自身の希望の実現につながっていくイ
メージが持てるようにする。

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。

保健体育科の心肺蘇生法の授業
と絡めて、１学期中に防災機
器・救命器具（ＡＥＤ）の扱い
方の職員研修を行う。

教頭

職員構成も変わり、防
災機器・救命器具等の
扱いが十分に理解され
ていない。

（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）

Ｃ

　今年度は、ＡＥＤの講習会を実施することができ
なかった。保健体育科との連絡・調整が不十分で、
本来であれば１学期中にすべきところができなかっ
た。ＡＥＤの取り扱いに不安を持っている職員も多
いので、Ｃ評価とした。

　来年度は、年度当初に消防署と連絡を取
り、１学期中に保健体育科の授業の中で、
生徒とともにＡＥＤの取り扱いを学ぶ時間
を確保したい。

⑤ 保健管理

歯と口の健康づくり
を通して、規則正し
い生活を実践する力
を育てる。

歯と口の健康や食事・睡眠な
ど、生活リズムに関わることに
ついての実態調査を行い、来室
状況・検診結果などと合わせ、
便り等で生徒や家庭に情報を発
信する。

保健主事

歯と口の健康への関心
が低く、生活リズムの
乱れから、体の不調を
訴える生徒がいる。

（成果指標）
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。

生徒調査
（１・２学
期末）

Ａ

生徒保健委員会活動を中心に、ｱﾝｹｰﾄ結果の発表（生活ﾘｽﾞﾑ・歯と口
の健康、睡眠）、学校歯科医の協力の下、生徒からの歯と口の健康に
関する質問への回答の放送・掲示、ｽﾜﾄﾝ祭での骨密度測定を行うこと
で、生徒の興味関心を高めた。事後にはその内容を家庭へ向け保健だ
よりで発信した。しかし、歯と口の健康づくりへの実践につなげてい
くことは難しく、むし歯治療率は5割に満たない。引き続き取り組ん
でいく。

今年度の取り組みを継続したうえで、学校
保健委員会を開催するなど、家庭・学校・
地域が生活リズムや、歯と口の健康につい
て共通した理解を深めることにより、生徒
の健康づくりの実践につなげたい。

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、卒業後の進路を
見据えた支援を図
る。

校内委員会、研修会を通して、
全教職員で共通理解を図る。卒
業後の進路を視野に、学年会と
連携して、より具体的に個々の
支援の方法、内容、変容効果に
ついて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）

Ａ

　月1回の校内生徒支援委員会では、有意義な話し
合いや提案ができた。SC、支援員の先生方にも会議
に参加して頂き、多くの視点から生徒の支援を考え
るようにした。また、関係機関との連携により、不
登校生徒の支援ができた。
　のぞみの情報を知らせる機会がもっとあれば良
かった。

　職員会議での「生徒支援より」の部分で
も、のぞみの情報を知らせていく。
　支援委員会で話し合ったことを、必ず学
年会におろしていく。

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。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
７０％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）

Ａ

　年度当初から年間計画に諸会合を位置づけ、学年
会やその他の委員会を定期的に開くことができたこ
とが高い評価につながっている。今年度は、時間割
の変更などで若干難しい面もあったが、それでも意
識的に会合を持つことができた。

　来年度も、教務と連絡を密にし、年度当
初から計画的に諸会合を位置づけておきた
い。

⑧ 研修

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
の向上を押し進めて
いく。

外部講師を招聘しての職員の研
修会を行う。
生徒の学力の向上を図るため
に、各教科で工夫している内容
を提示し、学びあう。

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：十分努力できた
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
（１，２学
期末）

Ａ

　年４回の授業研究会を通して、全員１回は研究授業を行っ
た。教科の枠を越えた指導案検討会や授業後の協議会では授
業改善に向けて活発な意見が交わされた。また外部講師を招
聘し、専門的なアドバイスを頂くこともできた。今後生徒の
学力向上を図るために一層の授業改善を図っていきたい。

　来年度も全員１回以上の研究授業を行
い、授業の手法を磨いていく。また専門的
なアドバイスを頂くために、県教育ｾﾝﾀｰ校
内研修サポート事業を活用したい。

資料の提供など、行事や総合の
ホームページ更新のための学年
間の連携を密にする。
全職員が更新の操作ができるよ
うに研修会を実施する。

情報担当

教頭

更新操作方法が、全職
員に十分理解されてい
ない。
学年間の情報交換が十
分でない。

（努力指標）
　ホームページの更新
充実のために、学年間
の連携ができていた
か。

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
７０％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）

Ｃ

　昨年度よりも更新回数が増えており、そのバリエーションも広く
なっているが、Ａ・Ｂ評価が３６％と低く、６０％の職員がＣ評価を
つけている。これは、個々の職員がホームページの更新を自分の手で
できないという実態から、この評価になっていると考えられる。た
だ、昨年Ａ評価だったものがＣ評価に落ちたことを一人ひとりが重く
受け止めなければならない。

　担当者を中心に、定期的に更新していくよう強く
意識していく。学校・学年・ＰＴＡの各行事が実施
された場合や学校だよりや学年だよりが出された時
には、必ず更新するように努める。また、写真の掲
載だけでなく、コメントも必ず入れるようにしてい
きたい。

保護者との懇談を適宜もち、学
校教育や家庭教育に関して、共
通理解を図っていく。

教頭

保護者との懇談の機会
を持ってはいるが、共
通理解・共通認識とい
う点では、まだ課題が
残り十分ではない。

(満足度指標）
個人懇談や保護者懇談
を節目節目で実施し、
家庭との連携を充実し
たものにできたか。

懇談での共通理解は
Ａ：十分できた
Ｂ：概ねできた
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
（１・２学
期末）

Ｂ

　情報の公開という点では、学校評価も積極的に保護者に公
開し、意見もいただいているのでよく努力していると評価で
きる。また、家庭訪問や個人懇談を計画的に行い、学校方針
に対する一定の理解も得られていると思うが、生徒指導面で
の保護者との連絡が一部不十分なところがあって、今後の大
きな課題であると捉えなければならない。

　来年度も、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、保護者
との連携を図っていきたい。

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

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
毎月の安全
点検調査

Ｂ

　安全点検は毎月１回、ほとんど忘れることなく実施でき
た。ただ、個々の職員のところで、忘れているということも
あった。しかし、全体としては昨年以上に職員の意識が向上
し、自分で直せるところは自分でするという姿勢が多くみら
れるようになった。

　職員の安全管理に対する意識向上のため
にも、定期的な安全点検を実施し、即対応
できる体制をつくっておきたい。

・教職員が一体となって研修や特別支援教育に取り組んでいることは評価している。これを活かすためにも、教師と生徒のコミュニケーション、話す時間の確保が大切となる。
・学習指導におけるレベルアップが課題である。地域の方との対談を持つ、地域の方の講演を聞く、進路指導ともからめて地域で活躍している先輩の話を聞く（職業講話）など、生徒のやる気を引き出す取り組みが望まれる。

学校関係者評価 ・朝食を摂ることはほぼできているが、むし歯治癒率が低く、歯の健康の重要性を親にも理解してもらうことが大切である。ＰＴＡとタイアップして町ぐるみ地域ぐるみで、学校保健委員会など講演会ができないものか。

・ホームページを更新できる職員が限られている実態からＣ評価となっているが、更新回数は昨年度より増えており、またメールの情報発信を計画しているなど、学校が情報の公開を積極的に進めていることは評価できる。

　紙による通信物が親に届いているか、親が読んでいるかを、授業参観時にアンケート調査するなど工夫が必要である。

・避難訓練を計画的に行い、ハザードマップを作成したり海抜表示をしたり、災害に備えることも必要。

　　平成２４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。


