
　　　　◎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）

Ｂ

a＋bの割合の平均が61％という結果であった。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、宿題は頑張って取組んでいるが、予習
復習までは十分行われていない。また、ゲーム、テレビの時
間は減ったが、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

　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。予習復習の大切さを授業等で生徒に伝
えていく。

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

a＋bの割合の平均が76％という結果であった授業のユニバー
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、今年度もＡ判定となっていないこ
とと「わかりにくい」と答えた４％の生徒にもわかる喜びが
感じられる教材の改善・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、学び合い学習に加え振り返り活動を大切にし
た学習形態に変えるなど、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
スムーズにつながることが
できるようになってきてい
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。

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

a＋bの割合の平均が93％という結果であった。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片山津中学校で喫緊に考えなければ
ならない事例検討会や必要な講習会などを継続していく必要

　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確認し、その問題に
「誰が関わり」、「どのような対応をして」、「どう
なったのか」などの記録をしっかりしていく。

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「地域の人から
お話を聞く会」と職業調
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ａｂ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

a＋bの割合の平均が73％という結果であった。２年前からの
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、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。「進路ノート」を活
用することも一つの手段である。

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。

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ＡＥＤを用いた心肺蘇生法の
講習会を実施する。また、防災訓練を適切に実
施し、防災意識の高揚を図る。

教頭

昨年度は講習会を実施しな
かったが、救命器具（ＡＥ
Ｄ）の使い方については概
ね理解されている。また、
避難訓練においても、より
効果的な訓練の方策を検討
していく必要がある。

（成果指標）
ＡＥＤ講習会や防災機器の研
修会を受け、災害行動マニュ
アルを理解し、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

　ａ＋ｂが77.5％とおおむね満足できる結果であったが、災
害行動マニュアルの周知という面では、まだまだ課題があ
る。避難訓練は火災と地震を想定して各学期に実施した。ま
た、シェイクアウト石川にも参加したり、Ｊアラート発動を
想定しての学級指導も行った。将来的には保護者・地域住民
とともに防災訓練ができればと考えるが、避難所の開設や生
徒の保護者への受け渡し等マニュアルで想定している以外の

　災害行動マニュアルや危機管理マニュアルの教職員
への周知と教職員対象の災害訓練を校内研修として実
施していく。また、地震･火災を想定した生徒の避難訓
練も、より実際の状況に近いものにして、臨場感を持
ち質の高い訓練に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

歯と口の健康に関する意識
が低いため、むし歯保有率
が高く、未治療者がいる。
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

治療率が８０％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

　むし歯の治療率は現在治療中の者も含めて80.8％である。
担任・部活動顧問・生徒保健委員会・養護教諭呼びかけ、学
校保健委員会の取り組みによりなんとか80％は超えた。しか
し、未治療の生徒は固定化しており意識が低い傾向にある。
保護者の理解や連携の仕方を見直し考えていく必要がある。

　生徒保健委員会の活動を活性化させるとともに、保
護者への学校保健委員会への参加、歯と口の健康づく
りについて継続して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、学年会や
生徒指導委員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）

Ｂ

　ａ＋ｂの割合の平均は85.7%であった。これは日頃から教職
員間で情報交換を密に行うことで共通理解を図り、生徒理解
に努めることができた結果であると考えられる。校内支援委
員会については毎月開く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交換し、連携して支援に
あたることができた。また、専門相談員の派遣を要請して
ケース会議を開き、個々の生徒の支援方法について検討する
ことができた。今後は個々に応じたよりきめ細やかな支援を
行うために、より細やかな支援計画の検討を行っていく必要

個々に応じたよりきめ細やかな支援を行っていくため
には、教職員間の情報交換や共通理解を続けていくこ
とが不可欠である。個々に応じたきめ細やかな支援計
画を検討し、それを教職員全員で共有し実践していく
ために、校内支援委員会や研修会の充実を図ることが
必要である。

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
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お
り、円滑な組織運営につな
がっているが、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

　ａ＋ｂの割合が12月は90%であったが、中間評価より5％下
がった。本校は小規模校なので、各分掌部会が独立している
わけではないので、教務・研究・生徒指導の各主任と学年主
任・学年会とが分断されているわけではない。ただ、教育活
動の企画段階は主任層が中心となっていくだろうが、実践・
実行段階では率先して協働していく態度と雰囲気づくりが大
切である。ただ、学力向上ロードマップをもとにした取組で
は、各部会を中心に全員が情報共有して実践しようとする姿

　引き続き「風通しのよい」職員室の中で、情報共有
体制を確保し、共通実践、協働体制が構築できるよう
にしていく必要がある。その際にも主任層が率先し
て、担当分掌から他の分掌への働きかけを行っていか
なければならない。

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）

Ａ

a＋bの割合の平均が100％という結果であった。年度当初に提
案授業を行い、生徒の見取りを通して、生徒の意欲を喚起す
る授業づくりについて共通理解を図った。計画訪問に向けて
は、教科の枠を越えてさまざまな視点から発問の吟味等を行
い授業改善に努めた。道徳でも5月に提案授業・校内研修サ
ポート事業、学年毎の教材開発、リレー授業等で授業の手法
を磨いた。今年度、全ての教科・領域で互見週間を設けたこ
とが刺激となり、授業改善の意識がさらに高まった。

　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。生徒が考え
たくなるような課題設定の工夫、１時間の中で確実に
力をつけられる展開、生徒自身が自らの学びを振り返
るところまでを含めた授業改善に努めていきたい。そ
のために、効果のあった取り組みを他教科から学んだ
り、ＩＣＴを活用したりできるように、校内研修を充
実させていきたい。

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

ＨＰ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）

Ｂ

　ａ＋ｂの割合の平均が85.7％であった。ホームページは今
年度大幅に刷新し、かつ内容も充実し、さらに更新頻度も増
えた。担当者が明確となり、学校行事の様子の紹介のみなら
ず、写真によるページの見やすさも好評である。引き続き内
容の充実と更新頻度を高めていく。また、配信メールによる
情報提供は、天候不良時の安全を促すメールはもとより、大
会結果や学校行事のお知らせ、授業公開週間の案内等適宜配
信して評価を得ている。

ただ、保護者アンケートの中で「お子さんが困ったと
きに相談できる先生がいる」という項目の評価が低
かった。学校の中では、相談窓口を開設していること
を生徒に周知しているが、保護者の認知度は低かった
ようだ。そのような案内もホームページ上に掲載し周
知を図っていく。また、部活動の欄の内容がまだまだ
不十分であり、今月の練習計画や大会結果等も随時掲
載できればと考えている。配信メールについては今後
も継続的に、期待に応えられるように努めていく。

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：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24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

　ａ＋ｂの割合の平均が100％であり、懇談時の保護者との話
し合いのみならず、日頃の丁寧な電話対応や担任と保護者、
部活動顧問と保護者の連絡・相談が親身に行われている。た
だ、担任や顧問の力量に頼ることのないよう、学年会、顧問
会といった組織的な取組によって対応に差が出ないようにし
ていくことが大切である。また、小中連携においては、今年
度「スワトンの子を育てる会」を２回開催し、教務･研究･生
徒指導の面でより情報共有を図ろうとした。

　引き続き、家庭との綿密な連携が子どもたちを育て
ていくという観点から、子どもたちとの良好な関係を
もとに素早く情報をキャッチして、組織的な対応の下
に個々の教員の力量にかかわらず、保護者との緊密な
関係を構築していきたい。

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、
校舎の老朽化に伴う故障箇
所の修理と予算とのバラン
スを図る必要がある。

（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、予算の範囲内で
優先順位をつけ整備・修繕に
努めていく。

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

　ａ＋ｂの割合の平均が97.5％であり、毎月の安全点検によ
り不良箇所を適切に修理・修繕してきた。今後も引き続き、
不良箇所の早期発見･即時対応に努めていく。

　老朽化した校舎であるため不全な箇所は多々ある
が、限られた予算の範囲内で、不良･危険箇所を早期に
発見し、即時対応を今後も図っていく。

・英語の学力が向上してきていることは評価できる。理数科の弱点克服に努めて欲しい。・家庭学習時間の基準を今年度は30分下げたがＡには届いていないので具体的な手立てを考えていって欲しい。
・むし歯治療率が今年も８割に達したことは高く評価でき、学校ぐるみで意識的に取り組むことの有効性を感じる。　　

学校関係者評価 ・組織運営が、責任者を中心に機能し、横の連携もしっかりできている。これが基盤となって生徒指導主事を中心に生徒指導対応が組織的に連携がとれている。研究主任を中心に教材分析・授業改善に努めている。

・片山津出身の中谷宇吉郎のことをもっと勉強して欲しい。今取り組んでいる「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。

・今年も学校からの情報が丁寧なメール配信で入ってきている。。ホームページもリニューアルがすすみ見やすく情報公開が充実してきた。・保護者の学校行事への参加率が大幅にアップし、保護者との連携がしっかりとれている。家庭学習とネットやSNSの長時間利用など、家庭での生活習慣に関する課題は多いので更に家庭と連携していく必要がある。

・教育環境整備にも努力し今回の豪雪にも教職員で除雪など協力して対応できている。

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。

　　平成２９年度　　　　学　校　評　価　報　告　書 加賀市立片山津中学校

　　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。


