
　　　　◎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 現状及び取組み状況 評価の観点 実現状況の達成度判断基準 備考
判定結果
（中間）

判定結果
（最終） 今後の改善策

各教科担当が宿題の点検を丁寧に行う。1時間
程度かかる学年にあった課題学習（予習・復
習）を継続して用意する。家庭学習の習慣化
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。全
体でも家庭学習の時間が少
ない。

（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(20)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(64.2%) B(62.5%)

残念ながら昨年に引き続きB判定となった。今年度は宿題への取り組みを強化した。昨年度まで
は毎日2教科（30分程度）であった宿題に自学ノート（30分程度）をプラスした。そうすることで宿題
に1時間必要となることから家庭学習の伸長を図った。昨年に比べると約３％増加となった。また
30分以下の生徒の割合が２％台に減っている。3年前には８％台だった。大きい伸長はなかったが
向上していると判断している。来年度も今年の取り組みを続けていく考えである。来年度の取り組
みとして、宿題の内容を見直していきたい。具体的には、単語練習などの基礎的なものに、自分の
考えをまとめる（予習等）ような問題も加えていきたいと考えている。

生徒の実態を把握し、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
どの指導を工夫し、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、片中スタンダー
ドを徹底してきているが、
振り返り学習を意識して取
り組む必要がある。

（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）

A(80.5%) B(79.0%)

最終判定はBとなったが、近年A判定が無かった中、中間評価はA判定となったことは成果としたい。生徒の
授業アンケートで「教師の説明や質問、指示のわかりやすさ」、「教科の学習内容を理解できた」、「教科の
学習に積極的に取り組んだ」には相関関係があることがわかった。そこで、ICTを活用したり、説明や発問の
仕方を生徒に応じて変えたりしながら生徒の理解を促し、生徒の「わかった・できた」を大切にしつつ授業実
践に取り組んだ。また振り返り活動を今年度は初めて全教科で行い、本時の学習内容を生徒が振り返り、
何ができて、どんなことがわかったか、またそうでなかったのかを記述してもらった。教師はその記述を見な
がら次時の授業改善にいかすようにした。このような取り組みを今後も丁寧に積み重ねていくことで達成度
を上げていきたい。

② 生徒指導
情報の共有から行動実践
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」から情報の共有から行動実践
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

情報の共有から行動実践へ
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）
情報の共有がなされていた
か。
情報の共有から行動実践につ
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ａ
ｂ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(95%） A(95%）

最終判定はAとなっているので、一定の成果はあったと言える。様々な問題行動の防止のための早期指導に学校全
体に取り組むには、教職員の危機感や問題意識を常にもっていることが大切となる。大きな問題やトラブルがおきな
いように事前指導を大切にしながらも、トラブルが起こった時には学年関係なくすぐに組織的に動けるような体制をつ
くっておかなければいけない。また、家庭と緊密な連携ができているという項目のアンケート結果が低下した。早期指
導を取り組むためには家庭との密な連絡は必要不可欠である。各学年、各担任に全てをお任せするようなことになら
ないように学校全体として、危機管理の意識、家庭への密な連絡体制をを構築し、片山津中で大切にしてきた土台と
なる取り組みを今後も大切に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たり進路ノート
を活用したりして、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。

（3）「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(3)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(70.0%) B(70.5%)

・a＋bの割合の平均が約70％という結果であった。１年生で「地域に働く人々からお話を聞く会」を行い、働く意義など
について直接聞くことができ、２年生で行われる職場体験にむけて有意義な会となった。２年生で行った職場体験で
は、実際に働く経験を通して自らの将来を考えるきっかけができた。３年生では進路学習会や高校説明会等を通し
て、進路について考える場面が何度もあったが、進路選択を目の当たりにすると、逆に現実と向き合う必要性から迷
いが生じ、夢や目標について考えることに対して消極的になっている生徒が数値としては増えたように感じる。真剣に
悩んでいるあらわれとも取れるため、今後も将来についてしっかりと考えていけるような取り組みを続けていきたい。

④保健管理

基本的生活習慣の定着さ
せる。特に歯や口の健康
づくりや睡眠時間の改善
を図る。

生活習慣に関する調査を行い、来室状況・検
診結果などと合わせ、便りや個別指導で生活
の改善を図る。また母親委員会と協力し、学
校保健委員会等を通じ、家庭・地域と情報を
共有し、基本的生活習慣の定着につなげる。

保健主事

歯と口の健康に関する意識
は少しづつ高まってはいる
が、まだむし歯保有率が高
く未治療者がいる。また睡
眠時間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

C(74.6%) B(83.1%)

・むし歯の治療率は現在治療中の者も含めて83.1％である。担任・生徒保健委員・養護教諭が呼
びかけをし、昨年度（80.8％）より治療率が高くなった。今年度は生徒保健委員が自分の学級で、
朝礼の時間等を使い働きかけを行なうということを中心に取り組んだ。そのため、生徒・担任も身
近に感じ治療率につながったのではないかと思う。しかし未治療の生徒は固定化の傾向にあり、
その生徒・保護者の意識を変える方策を考えていく必要がある。また、基本的生活習慣の定着を
図るため、今年度は母親委員会と協力して学校保健委員会を行った。これからも家庭・地域と情
報を共有できる連携の仕方を考えていきたい。

⑤ 安全管理

防災機器等の扱い方を全
職員が共有し、実際に扱
い・復旧できるようにす
るための講習会を開催す
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。加えて
教職員向けの災害対応･非常対応の校内研修会
を開催し安全管理意識の向上に努める。

教頭

校内研修会等を通じて、危
機管理マニュアル・防災マ
ニュアル等の周知徹底を
図っていく。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）
安全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(81.0%) Ｂ(75.5%)

・今年度は、職員に対し職員室の火災報知器の見方と操作法について講習するとともに、火災時
の初動についてＯＪＴを行った。また、エピペンの講習も行い、アナフィラキシーショックに対する初
期対応について学習した。しかしながら、危機管理において、ＡＥＤ操作や救急処置の講習会を職
員向けに行ってほしいという要望に対して答えることができなかった。生徒対象では、保健体育時
の学習として消防士を招いて毎年開催しているものの、職員の参加がなかった。次年度は、時間
割を工夫して希望する職員も参加できるような形か、校内研として開催していきたい。

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、個々に応
じた効果的な支援につい
て検討する。

校内委員会や研修会を通して、全教職員で共
通理解を図る。学年会や生徒指導委員会、特
別支援教育支援員、SC、専門相談員等と連携
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し、実践していく。

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ａ
ｂ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(95.0%) A(95.0%)

・今年度は、教育支援員やSCなどとの情報交換を密にし、それぞれの生徒に応じた支援ができる
ように心がけた。今までは教育支援員に委ねていた支援に入るクラスや生徒について、毎時間計
画を立てて支援に入っていただいた。支援対象者に偏りはあるものの、概ね計画取りに行うことが
できた。2学期は相談室投稿者が増えたことで支援員が相談室にかかりきりになったので、空き時
間の教員に協力をお願いし、教育支援員が本来の業務を行えるようにしていく必要がある。
また、教育支援委員会を生徒指導委員会の後半の時間を使って毎週開催し、情報交換や支援の
内容について話し合うことがきた。2学期に入り、相談室登校が多くなったため時間をとることがで
きなくなったが、今後もできるだけ毎週開催できるように時間割などを工夫していきたい。

⑦ 組織運営
業務改善

全職員が学校運営参画意
識を高め、各分掌に適宜
副担当者を設け協働に
よって仕事にあたり、分
掌の平準化と差異感の軽
減に努める。働き方改革
にむけ業務改善を進め
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。その際、他の分掌の情報も適
宜連絡し、縦と横の報連相を適切に行い、職
員一人一人が学校運営に参画しているという
意識を向上させる。平日及び休日の部活動停
止日や定時退校日の設定及び諸会合の能率化
やICT化による削減を目指し超勤とワークライ
フバランスの実現を図る。

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」と８「働き方改
革に向け業務改善を目指している」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ａ
ｂ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(95.0%) Ａ(92.5%)

「働き方改革へ向けて業務改善を目指している」という項目が中間では95％であったものが、二学
期では86％に低下した(８月を除く)。実際には、職員の時間外勤務では1学期平均が80時間であっ
たものが2学期平均は68時間に低減している。また、超勤80時間の職員が1学期平均50％であっ
たが、2学期平均は31.8％とこれも低減している。超勤の解消に向け改善が進んでいると数字的に
は見てとれるが、職員の意識とのギャップがまだあるのではないかと思われる。Ｈ３０の上半期の
県平均が５４．１時間に対し、本校職員の場合は５６．０時間と若干まだ県平均を上回っている。引
き続き、業務の効率化と負担の軽減化、並びに部活動時間の管理について取り組みを強化してい
く必要がある。また、他の分掌間との連携も悪くはないが、業務がどこかに集中しないように協働
の意識を高めていく必要がある。

⑧ 研修

学校研究主題「学力の定
着を図る工夫-意欲を喚起
する授業づくりを通し
て」を継続し、生徒の学
習意欲の喚起と学力の向
上を目指す。

生徒の学習意欲の喚起と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案授
業、互見授業から学び合い、授業改善につな
げる。

研究主任
教科の枠を越えた指導案検
討会や授業研究、互見授業
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「学校研究主題を意識して、授業改善に
努めている」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ａ
ｂ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(100%) A(95%)

生徒の学習意欲の喚起と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案授業、研
究授業、互見授業から教師同士で学び合い、授業改善につなげた。また、各学期に実施した生徒
による授業アンケート結果を授業力向上チームで分析し、それを提言としてまとめて、どの学年・
教科でも共通して実践した。２学期に達成率が下がったのは単元の学習内容の難度が上がり教
師が生徒の意欲が下がってきていると感じたためである。様々な工夫をしながら生徒の「わかっ
た・できた」を大切にし、意欲を喚起し、学力向上につなげていきたい。

各種たよりや資料の提供など、学校行事や教
育活動等の情報をＨＰ上でも積極的に公開
し、そのための各学年・分掌担当者とＨＰ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、掲示板に「相談窓
口」や「今月の部活動予定」を明示する。加
えて、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を逐次更新し、加えて
内容の充実を継続的に図っ
ていく。また、相談窓口も
掲示板に明確化する。ま
た、メール配信は好評なの
で、今後も積極的に活用し
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ａ
ｂ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ａ
ｂ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(87.4%) Ｂ(89.0%)

各種たよりの発行と学校ホームページの充実や配信メールでの情報伝達により保護者の満足度
が年々上がってきており、2学期評価では90％を超えていた。配信メール加入率は97％を超え、保
護者や地域の方への情報発信と生徒たちの活躍の様子を伝えていきたいと考えている。ただ、配
布プリントが家庭にしっかりと連絡されていないという状況も一部に見られるので、各種のプリント
を配布したというメール連絡やホームページから書式をダウンロードできる方法も検討していきた
い。

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、親身な対応
を基盤と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、連携協議会を
充実させ校区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。小中連携をより緊密に
していく。

(成果指標）
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ａ
ｂ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(100%) A(94.5%)

学級担任や部活動顧問の家庭との綿密な連絡・連携によって、学校と家庭の意思疎通が図られ、
子どもたちの成長を学校と家庭が両輪となって支えていることが評価されていると思われる。た
だ、この項目は近年100％が続いていたが、2学期評価では89％と落ち込んでしまった。一部教員
には以前に比べ教員の危機管理に対する意識の低下が懸念されるという声も挙がっている。した
がって、保護者や地域の方に信頼される学校づくりのためにも、今後とも親身な対応を心がけ、学
校で起こったわずかなサインも見逃さずに、早期発見・早期対応に努めていきたいと考えている。

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。

掲示計画に則り各学級･廊下の掲示物の充実を
図るとともに、清掃活動を強化し校内美化に
努める。また、毎月の安全点検と改善箇所の
点検状況を適切に把握し、市とも協議した上
で早急な対応を実施する。職員で修理可能な
ところは随時修理していく。

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９
０％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(95.0%) A(97.5%)

毎月の安全点検により、早期に危険箇所、故障箇所を見つけ、その都度早期に改善を図ってい
る。校内で修理不能なものは、市教委とも相談し、業者修理を依頼し対応している。何分校舎自体
が老朽化しているので、雨漏り等の不良箇所が出るのは否めないが、その都度最善の方策を模
索していきたい。冷暖房の空調も整ったので、生活環境に不満を漏らす生徒や教職員も少なくな
り、それも好評価の大きな要因となっている。
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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。

　　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。

学校関係者評価

・学校がしっかり子どもたちのために努力していることが感じられる。

・町で出会う中学生を見ても学校が落ち着いている雰囲気が伝わってくる。しっかりヘルメットをかぶっているし、かつてのような粗暴なふるまいの生徒も見受けられなくなったと感じている。

・携帯電話（スマホ）の所持率や使い方については心配している。今年取り組んだ「家庭のルール」調査はよい取り組みだと思う。

・学力向上は必要なことだと思うが、中学校を卒業後社会人になって地元（片山津）に戻ってくる子どもが少なくなっている。

・今後も今と同じように保護者に情報を提供していって欲しい。

・虫歯治療の治療率が上がっていることは喜ばしい。8020を目指して虫歯治療率100％を目指して欲しい。片山津には狭い範囲に３つも歯科医院があるし、最近新しい歯科医院もできたので来年の治療率に期待したい。


