
加賀市立片山津中学校

　　　　◎温かな人間関係の中で、生き生きと自主的に活動する生徒の育成 ・積極的に学び、正しい判断で行動できる生徒 ・自主的自発的に物事をやり遂げようとする生徒

・思いやりがあり、他と優しい関わりができる生徒 ・将来への希望を持ち、その実現のために向上心を持って努力できる生徒

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
各教科担当が宿題の点検を丁寧に行う。学
年にあった課題学習を継続する。家庭学習
の定着を目指し、学校便り、学年だより、
懇談会などの場を通して、家庭における過
ごし方（時間の使い方）を含め、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、１・２学期平均で
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

学習・生活アン
ケート(15)の
１・２学期平均
が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）

Ｄ

　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、各教科の宿題が十分行われてい
るとは言えず、また、ゲーム、テレビ、LINE、SNS、インターネッ
ト等に費やす時間が多く家庭での学習時間が確保されていない。
そのため、個人差、学年差が出ており、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。家庭学習の定着を目指し、学校便り、
学年だより、懇談会などの場を通して、家庭における過ご
し方（時間の使い方）を含め、保護者の協力を求める。

生徒の実態を把握し、それに見合った指導
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、
授業のユニバーサルデザイン化及び授業規
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、生徒の意識・学力
と教師側の意図との開
きがある。

（成果指標）
授業が分かりやすく、
学習意欲が向上した。

(31)「授業の内容が分かりやすい」と答
えた生徒が、１・２学期平均で
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

学習・生活アン
ケート(31)の１・
２学期平均がＤの
場合は、指導法の
再検討をする。
保護者アンケート
⑨も参考にする。

生徒調査
保護者調査
（１・２学
期末）

Ｂ

　授業のユニバーサルデザイン化の継続により、生徒が授業の流
れや学習課題の見通しを持って安心して授業に臨め、分かりやす
い授業につながっている。しかし、学級や教科、学習内容による
ばらつきがある。生徒の学力・実態の把握と、それに見合った教
材の改善・開発をしなければならない。

　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。授業のユニバーサルデザイン化及び授業規律の
徹底と定着を継続する。
　また、学び合い学習を取り入れたり内容により学習形態
を変えるなど、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。

「生徒指導委員会・各学年会」や「いじめ
問題対策チーム」から情報連携から行動連
携をスムーズかつ有効にするための連携を
確認する。また指導体制を確立するために
事例検討会等を行う。

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十
分とはいえない。

（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。

22「様々な問題行動の防止のための早期
指導に学校全体で取り組んでいる」の項
目の１・２学期のａｂの合計平均が
Ａ：９０％以上の場合
Ｂ：８０％以上の場合
Ｃ：７０％以上の場合
Ｄ：７０％未満

教職員アンケー
ト22の１・２学
期のａｂの合計
平均が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

　生徒指導関係の情報は、担任から各学年、そして管理職・生徒
指導主事に連携がうまく機能し情報連携（報連相）が徹底でき、
スムーズな行動連携へとつながった。しかし、さまざまな問題行
動が起こる前に防止策として、職員へは生徒指導訪問での事例検
討会などを継続していく必要がある。

　行動連携においては、各自が勝手に判断するのではな
く、的確な指示が必要である。そのために管理職・生徒指
導主事とともに対策チームで確認し、指導方針を決め対応
できるようにしていく。また、問題があれば時系列でどの
ような対応をしたかを記録していく。

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、３年間を通した指導を推進す
る。

進路指導
主事

１年生での職業調べ、
２年生での職場体験活
動、３年生の進路指導
が中心となっている。

（成果指標）
職場体験や体験入学を
通して自分の将来につ
いて考える生徒が増え
た。

（7）「将来の夢や目標を持ってい
る」の項目の１・２学期のａｂの
合計平均が
Ａ：８５％以上の場合
Ｂ：７０％以上の場合
Ｃ：６０％以上の場合
Ｄ：６０％未満

学習・生活アン
ケート(7)の
１・２学期のａ
ｂの合計平均が
７０％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

　昨年度より、１年生の取り組みで「地域に働く人々から聞く
会」を行い、地域で働く人から働く意義などについて直接聞くこ
とができた。２年生で行われる職場体験につながる、有意義な会
となった。３年生では進路学習会や体験入学、高校説明会を通し
て自分の進路について真剣に考える場面があったが、進路選択に
おいて、自分の未来を見据えることがなかなかできず、具体的に
考えていく場面を早くから取り組ませたい。

　職場体験や体験入学、高校説明会などを、自分の進路選
択や将来へのつながりをもっと意識した活動にしていくこ
とが大切である。早い段階から将来への意識を高めていく
ために、３年間を通した進路学習計画をもとに、他校でも
利用している「進路ノート」を活用し、生徒一人ひとりの
進路についてしっかりと考えていく体制を整えていきた
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。

１学期中に、保健体育科の授業と連携し
て、消防署員を招聘した心肺蘇生法の講習
会を実施する。また、防災機器の取り扱い
について職員研修を行う。

教頭

救命器具（ＡＥＤ）の
使い方については概ね
理解されているが、昨
年度は講習会を実施し
なかった。また、防災
機器（防災盤）の取り
扱いについての理解は
十分とはいえない。

（成果指標）
ＡＥＤ講習会や防災機
器の研修会を受け、防
災機器・救命器具に対
する理解が深まった。

26「職員が災害行動マニュアルを
理解し、防災機器（防災盤）等の
操作ができる」の項目のａｂの合
計が
Ａ：８５％以上の場合
Ｂ：７０％以上の場合
Ｃ：６０％以上の場合
Ｄ：６０％未満

教職員アン
ケート26のａ
ｂ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）

Ａ

　ＡＥＤ操作の職員向け講習会を実施する予定であったが、比較
的現職員には周知されており、保健体育科の授業講習の時に合わ
せて希望する職員に参加してもらった。地域の交通安全協会や消
防署の協力を受け、今年度も交通安全教室や2回の避難訓練を実施
することができた。

　引き続き地域関係機関との連携を図りながら、安心・安
全な学校づくりに努めていく。ただ、交通安全指導はたえ
ず実施、啓発していく必要がある。

⑤ 保健管理

歯と口の健康づくり
や「早寝・早起き・
朝ごはん」といった
規則正しい生活を実
践する力を育てる。

歯と口の健康や生活リズムに関する実態調
査を行い、来室状況・検診結果などと合わ
せ、便りや学校保健委員会等で生徒や家
庭、地域に情報を発信し、共有する。

保健主事

歯と口の健康への関心
が低く、むし歯を治さ
ない生徒がいる。ま
た、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）
むし歯の治療率が向上
したか。

歯科検診でむし歯があった生徒の
治療率が
Ａ：９０％以上の場合
Ｂ：８０％以上の場合
Ｃ：７０％以上の場合
Ｄ：７０％未満の場合

治癒率が８
０％未満のと
きは取り組み
方を検討す
る。

むし歯治療
済みカード
の回収率

Ｂ

　むし歯の治療率は80.3％で、担任・部活動顧問・生徒保健委員
会・養護教諭の呼びかけにより昨年の73％より向上した。しか
し、未治療の生徒が固定化している傾向にある。また、むし歯の
保有率(54.7%)が高いため、「治療の重要性」とあわせて「予防の
大切さ」にも焦点をあて、指導をすすめていく必要がある。

　生徒保健委員会の活動を活性化させるとともに、学校保
健委員会のテーマに取り上げ、歯と口の健康づくりについ
ての意識を高めていけるよう取り組んでいく。固定化して
いる未治療の生徒には個別指導を実施していく必要があ
る。

⑥ 特別支援教
　 育

校内委員会を月に一
回程度開催し、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。卒業後の進路を見据え、
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
に努めている。

23「教育相談体制が整備されており、特別支
援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いる」の項目
の１・２学期のａｂの合計平均が
Ａ：９０％以上の場合
Ｂ：８０％以上の場合
Ｃ：７０％以上の場合
Ｄ：７０％未満の場合

教職員アンケー
ト23の１・２学
期のａｂの合計
平均が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

　１、２学期ともに満足度が90％を超えた。日頃から教職員間で
情報交換を行い、学年会や生徒指導委員会で共通理解をはかるこ
とができたからだと考えられる。校内委員会を開催することは難
しかったが、特別支援教育支援員やＳＣ、心の相談員とも情報を
共有し、連携して支援に当たることができた。よりきめ細やかな
支援を行うために、事例検討や支援計画の検討を行っていく必要
がある。

　日々の生徒についての情報を、学年会や生徒指導委員会
などを通して学校全体で共通理解しておく。その上で、事
例検討が必要な場合や、支援のための研修等が必要な場合
に校内委員会や校内研修を設定していく。

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、他者との連携
に積極的に努める。

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

校務分掌に対する自覚
と責任の意識は高まっ
てきてはいるが、分掌
の平準化に至っていな
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、他者との連携に努めて
いる。また、協働しようと
する姿勢が伺える。

11「他の分掌からの連絡や要望などがス
ムーズに伝達されている」の項目の１・
２学期のａｂの合計平均が
Ａ：９０％以上の場合
Ｂ：８０％以上の場合
Ｃ：７０％以上の場合
Ｄ：７０％未満

教職員アンケー
ト11の１・２学
期のａｂの合計
平均が８０％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

　おおむね各分掌が機能し、有機的・組織的に運営されている。
職員数に限りがあり、かつ職員の能力・適性を鑑みると仕事が一
部に集中することも否めない。しかし、1学期に比較してｄ評価を
している方がいる以上、校務分掌の平準化を考慮しながら過重負
担にならぬよう努めていく。

　例えば体育祭の場合、保健体育科教員と生徒会担当者が
重なり加重負担に思えるようなこともあったため、副次的
な仕事を肩代わりしていくように分担を考えていく。ま
た、生徒指導的な事案については複数対応や組織的対応に
よって疲弊感を軽減していく。

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
の向上を目指す。

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
教科の枠を越えた指導
案検討会や授業研究を
実施している。

（努力指標）
教材分析・授業改善に
努めている。

15「授業改善に努めている」の項目の
１・２学期のａｂの合計平均が
Ａ：９５％以上の場合
Ｂ：９０％以上の場合
Ｃ：８０％以上の場合
Ｄ：８０％未満

教職員アンケー
ト15の１・２学
期のａｂの合計
平均が９０％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

　年度当初に提案授業を行い、2つの視点を意識した授業づくりに
ついて共通理解を図った。教科の枠を越えて多面的・多角的な視
点から発問の吟味等を行い授業改善に努めた。道徳では校内研修
サポート事業で専門的なアドバイスを頂き、リレー授業等で授業
の手法を磨いた。基礎学力の定着に一定の成果は見られるが、思
考力を育むところまで至らなかったことが課題である。

　来年度も職員間で授業改善についての共通理解を図りな
がら、学力向上を目指していきたい。言語活動の充実によ
り、あたたかい雰囲気の中で学び合える土台作りはできて
きたので、基礎学力に加え、思考力を高めるような課題設
定の工夫を行えるよう、さらに授業改善に努めていきた
い。

各種たよりや資料の提供など、学校行事や教育活動
のホームページ更新のため、各学年と担当者間の連
携を密にし、更新頻度を増やし、内容の充実を図
る。また、学校の情報を積極的にかつスピーディー
に公開するためにも、メール配信を活用していく。

情報担当

教頭

更新が逐次的に行われるよ
うにするとともに、内容的
にも充実したものにする必
要がある。また、メール配
信を積極的に活用してい
く。

（努力指標）
　担当者を中心に、充実し
たホームページの更新がで
きていたか。また、メール
配信が適宜・適切に行われ
ていたか。

①「学校たよりやホームページ等で、学
校の様子がわかる」の項目の１・２学期
のａｂの合計平均が
Ａ：９０％以上の場合
Ｂ：８０％以上の場合
Ｃ：７０％以上の場合
Ｄ：７０％未満

保護者アンケー
ト①の１・２学
期のａｂの合計
平均が７０％未
満のとき、方
法・内容につい
て再検討する。

保護者アン
ケート
（１・２学
期末）

Ａ

　登下校時の危機管理や学校行事、各種大会結果のお知らせは
メール配信で逐次行っており好評である。学年だより等のお知ら
せも適宜配布され、子どもたちの様子がよくわかるように紹介さ
れている。しかし、ＨＰにおいては一部にデータが古い箇所も
あって、更新されていない部分も見られる。

　ＨＰは部活動の欄のデータが古いままになっており、大
会結果も含めて更新していく。ＨＰは配信メール登録者以
外にとっては学校情報の重要な情報源であるため、内容の
充実及び最新版への更新に努めていく。今年度同様メール
配信は積極的に活用し、生徒や学校の情報発信に努めてい
く。

定期的に授業参観を実施したり、保護者と
の懇談の機会を適宜もったりして、学校教
育や家庭教育に関しての共通理解を図って
いく。また、校下小学校との連携をさらに
推進していく。

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
残っている。

(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。

24「家庭と緊密な連携ができてい
る」の項目の１・２学期のａｂの
合計平均が
Ａ：８５％以上の場合
Ｂ：７０％以上の場合
Ｃ：６０％以上の場合
Ｄ：６０％未満

教職員アン
ケート24の
１・２学期の
ａｂの合計平
均が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）

Ａ

　今年度も4月と9月末に授業参観を実施するとともに、毎月の授
業公開週間は配信メールによってお知らせしている。１・２年生
については４・５月中に学級担任が家庭訪問を実施しており、学
期末には個人懇談を通じて個々の家庭との連携を図っている。3年
生においては、その他に2度の進路相談の懇談会を設定している。
また、日頃から家庭との情報交換を密にし、問題行動の未然防止
にもつながっている。

　引き続き家庭との連携を密にし、信頼される学校づくり
に努めていく。特に普段の家庭との関わりを大切にしてい
く。夏休み中のオープンスクールは次年度入学生にとって
中学校を知る大変良い機会となっているので、今後も継続
していく。また、文化祭時の各小学校６年生の訪問も中学
校を知る良い機会となっている。

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
員で修理可能なところはできる限り修理す
る。

教頭

各担当

定期的に安全点検を実
施し、即時対応に努め
ているが、その進捗状
況は十分とはいえな
い。

（努力指標）
毎月の安全点検等を確
実に行い、施設設備の
状況を把握するよう努
めている。

28「施設設備の点検・整備・修繕が行わ
れている」の項目のａｂの合計が
Ａ：９５％以上の場合
Ｂ：９０％以上の場合
Ｃ：８０％以上の場合
Ｄ：８０％未満

教職員アンケー
ト28のａｂの合
計が９０％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

Ａ
　定期的な安全点検を実施しており、破損や不具合の際には速や
かな修繕や対応を図っている。

　校舎の老朽化に伴い修繕が必要な箇所は多々あるが、限
られた予算の範囲内で、取捨選択しながら適切な対応に努
めていきたい。

・学校全体が平和で落ち着いているという話を聞く。行事で子ども達同士がつながり、生き生きとした姿や懸命に活動する場面がある。感動を得られる体験を継続・工夫してほしい。　　　　　・校務分掌のかたよりはつきものであるが、平準化を目指し全体で協働する組織を望む。
・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できる。意識的な生徒への声かけにより問題行動の未然防止にもつながっている。教師と生徒のコミュニケーション、話す時間を確保し、今後も継続してほしい。

学校関係者評価 ・家庭学習時間の点では判定はよくないが、学力がついてきているので、この状態を維持してほしい。さらに学習指導におけるレベルアップを期待する。また、２年生の中だるみが心配されるが、とても落ち着いていて、学習にも目が向きつつある。

・「地域調べ」「地域の職業人に聞く会」「職場体験」と、地域へ出かけて身近な人から話をきけることはとても有意義である。地域の人材を活用し、そのような活動を大切にして続けてほしい。

・懇談や４～５月中の家庭訪問により、子どもを中心に据えた子育てについて共有できて、保護者との連携がよくなっている。また、情報はメール配信で入ってきている。情報公開の充実を継続してほしい。

・むし歯治療率が８割に達し改善した。ネットやSNSの長時間利用など、生活習慣に関する課題は多い。家庭と協力していく必要がある。　　　　　　・落ち着いて楽しく生活できていることが何よりである。

　　平成２８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。


