
重点目標１ 重点目標５

重点目標２ 重点目標６

重点目標３ 重点目標７

重点目標４ 重点目標８

Ａ 90％以上の生徒が挨拶ができる Ａ 自分からすすんで挨拶をする。 Ａ 自分からすすんで挨拶をする。 全体評価

Ｂ 70％以上の生徒が挨拶ができる Ｂ 時々自分から挨拶をする。 Ｂ 時々自分から挨拶をする。 ◎尾倉中学校のカラー（伝統）が出来てきた感じがする。

Ｃ 50％以上の生徒が挨拶できる Ｃ 声をかけられれば挨拶をする。 Ｃ 声をかけられれば挨拶をする。

Ｄ 挨拶ができる生徒は50％未満である Ｄ 挨拶をしない。 Ｄ 挨拶をしない。

Ａ 90％以上の生徒が掃除ができた。 Ａ 自分からすすんで掃除をする。

Ｂ 70％以上の生徒が掃除ができた。 Ｂ 決められたところだけは、掃除をする。

Ｃ 50％以上の生徒が掃除ができた。 Ｃ 注意されると掃除をする。

Ｄ 掃除ができる生徒が50％未満であった。 Ｄ 掃除をしない。

Ａ 自分からすすんで掃除をする。 Ａ 自分からすすんで掃除をする。

Ｂ 時々自分から掃除をする。 Ｂ 時々自分から掃除をする。

Ｃ 言われると掃除をする。 Ｃ 言われると掃除をする。

Ｄ 掃除をしない。 Ｄ 掃除をしない。
学校が設定した教育目標・中長期目標・短期目標・指標等につ

いて

Ａ 90％以上の生徒がきちんとしている Ａ いつも自分できちんとしている。 Ａ いつも自分できちんとする。 ◎細かい所まで目配りが行き届いた適切な目標が設定されている。

Ｂ 70％以上の生徒がきちんとしている Ｂ 時々注意されることがある。 Ｂ 時々注意されることがある。 ◎目標・指導等、適切であると感じる。

Ｃ 50％以上の生徒がきちんとしている Ｃ 注意されることが多い。 Ｃ 注意されることが多い。

Ｄ きちんとしている生徒が50％未満である Ｄ 注意されても直さない。 Ｄ 注意されても直さない。

Ａ 実施生徒が90%以上であった。 Ａ 毎日、早寝早起きをする。 Ａ 毎日、早起きをする。

Ｂ 実施生徒が70%以上であった。 Ｂ ほぼ毎日、早寝早起きをする。 Ｂ ほぼ毎日、早寝早起きをする。

Ｃ 実施生徒が50%以上であった。 Ｃ 早寝早起きができないことが多い。 Ｃ 早寝早起きができないことが多い。 ◎アンケートの回収率が高く、生徒や保護者との絆の深さを感じる。

Ｄ 実施生徒が50%未満であった。 Ｄ 早寝早起きができない。 Ｄ 早寝早起きができない。 ◎アンケートは、自分自身を見つめ直すいい機会だと思います。

Ａ 毎日食べる。 Ａ 毎日食べる。

Ｂ ほぼ毎日食べる。 Ｂ ほぼ毎日食べる。

Ｃ 食べないことの方が多い。 Ｃ 食べないことの方が多い。

Ｄ 全く食べない。 Ｄ 全く食べない。

Ａ 90%以上の生徒が登校時間やチャイム席など学校時間を守れた。 Ａ 毎日きちんと守れる。

Ｂ 70%以上の生徒が登校時間やチャイム席など学校時間を生徒が守れた。 Ｂ ほぼ毎日守れる。

Ｃ 50%以上の生徒が登校時間やチャイム席など学校時間を生徒が守れた。 Ｃ 時々守れないことがある。 学校が取り組んだ自己評価結果の考察、次年度改善策について

Ｄ 登校時間やチャイム席など学校時間を守れた生徒が50%未満であった。 Ｄ 守れない。

Ａ 90%以上の生徒が宿題を行った。 Ａ 家庭学習を週７時間以上する。 Ａ 家庭学習を週７時間以上する。

Ｂ 70%以上の生徒が宿題を行った。 Ｂ 家庭学習を週３時間以上７時間未満する。 Ｂ 家庭学習を週３時間以上７時間未満する。

Ｃ 50%以上の生徒が宿題を行った。 Ｃ 家庭学習を週３時間未満する。 Ｃ 家庭学習を週３時間未満する。

Ｄ 宿題を行えた生徒が50%未満であった。 Ｄ 家庭学習を全くしない。 Ｄ 家庭学習を全くしない。

Ａ 90%以上の生徒が毎日学習道具を持ち帰った。 Ａ 忘れ物をしない。 Ａ 忘れ物をしない。

Ｂ 70%以上の生徒が毎日学習道具を持ち帰った。 Ｂ 時々忘れ物をする。 Ｂ 時々忘れ物をする。

Ｃ 50%以上の生徒が毎日学習道具を持ち帰った。 Ｃ 忘れ物をすることが多い。 Ｃ 忘れ物をすることが多い。

Ｄ 毎日学習道具を持ち帰った生徒が50%未満であった。 Ｄ 毎日忘れ物をする。 Ｄ 毎日忘れ物をする。

Ａ 時間を守り、集会などの時、整列、私語がない生徒が90％以上だった

Ｂ 時間を守り、集会などの時、整列、私語がない生徒が70％以上だった ○読書習慣、家庭学習習慣のレベルアップに力を注いでほしい。

Ｃ
時間を守り、集会などの時、整列、私語が気にならない生徒が50％以上
だった。

Ｄ
時間を守り、集会などの時、整列、私語が気にならない生徒が50％未満
であった。

Ａ 90%以上の職員が指導主事を要請した授業研究を年間１回実施した。 3.1

Ｂ 70%以上の職員が指導主事を要請した授業研究を年間１回実施した。 3.5

Ｃ 50%以上の職員が指導主事を要請した授業研究を年間１回実施した。 3.2 本校の教育活動、その他の学校運営について

Ｄ
指導主事を要請した授業研究を年間１回実施した職員が50%未満であっ
た。 3.5

Ａ
大学教授を招聘した校内授業改善研修会を年1回、ＳＰＰ事業を年3回
行った。

Ｂ 大学教授を招聘した校内授業改善研修会を年1回行った。 ◎学校、地域、家庭との連携はとても上手くいっていると思う。

Ｃ 校内授業改善研修会を年1回行った。

Ｄ 校内授業改善研修会を行わなかった。

Ａ 数学と国語の能力を1学年レベルアップした。

Ｂ 新しい課題を解決できるようになった。

Ｃ 自分の能力を向上させようと努力した。

Ｄ 一定時間集中して学習できるようになった。

基礎的・基本的な
内容の確実な定着
を図るとともに、
生徒のかかわりを
持たせ、成果を振
り返らせる場を設
定し、「活用する
力」や「言葉の
力」を高める学習
指導の工夫改善を
図る。

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度　　　　北九州市立尾倉中学校北九州市立尾倉中学校北九州市立尾倉中学校北九州市立尾倉中学校　「　「　「　「自己評価自己評価自己評価自己評価・・・・学校関係者評価結果報告書学校関係者評価結果報告書学校関係者評価結果報告書学校関係者評価結果報告書」　」　」　」　

2.9

評価 生徒アンケート 評価

3.6 3.2

№ 中長期目標 短期目標
担
当

指　　標 評　価　基　準 教職員自己評価 評価 保護者アンケート 取組の考察 次年度改善点

1

基本的生活習慣
(「挨拶・掃
除・身なり」と
「早寝・早起
き・朝ご
飯」）、学習規
律・集団規律・
家庭学習習慣の
確立を図る。

基本的生活習
慣の確立を図
る。

井上

学習規律・集
団規律・家庭
学習習慣の確
立を図る。

山口

さわやかな挨拶ができるよ
うに、朝の挨拶運動に力を
入れる。

生徒が自主的に
挨拶をするよう
に指導した。中
間①

3.4

毎朝、登校時に門の前で
健康観察を行いながら登
校指導を行った。

元気の良い挨拶ができる
ように、朝の挨拶運動に
力を入れる。

職員が模範となって清掃
指導に取り組んだ。

さらに、清掃に対する意
識を高め、日常の清掃指
導に取り組む必要があ
る。

毎日の清掃指導
を行った。中間
②

3.6

2.4

3.6

2.3

島

清掃に対する生徒の意識を
高めていくために、職員が
模範となって清掃指導に取
り組む。

井上

登校指導中や朝の会などで
呼びかけを行い、身なりを
きちんと整えるよう指導す
る。

生徒の身なりの
指導をした。中
間③

3.6 3.5

登校指導中や朝の会など
で呼びかけを行った。

生活点検の項目や基準の
改善を行い、細かなとこ
ろまで指導する。

山本
涼

早寝・早起き・朝ご飯運動
を推進し、保健だより等で
生活習慣の意識を高めるよ
う指導する。

学校は、早寝・
早起き・朝ご飯
運動の啓発を
行った。中間④

2.8 2.8

保健だより等で生活習慣
指導をした。保健室に来室
する生徒の実態に応じて、
個別の指導も行った。

生徒の生活習慣意識をよ
り高めていくために、継
続的な取り組みが必要で
ある。

3.7 3.6

全校生徒に食育アンケート
をして、保健だよりで結果
を知らせた。

各家庭事情で食の在り方
が違うが、家庭の協力を
得ながら、食育指導の継
続が必要である。

時間（遅刻をし
ない・チャイム
席・集合時間
等）を守るよう
に指導した。中
間⑤

家庭学習の習慣
が身に付くよう
に指導した。
中間⑥

井上
全校集会や講演会などで集
団規律の指導を行う。

集団としての規
律（整列・私
語・集合時間）
やマナーが身に
付くように指導
した。最終③

学習道具は毎日
持ち帰らせると
ともに、忘れ物
をしないように
指導した。中間
⑦

学校生活委員が遅刻点検を
するなど、生徒会活動と連
携して、継続的に指導を行
う。

各教科で宿題を出し、家庭
学習の習慣が身に付くよう
指導する。

学習道具を毎日持ち帰ら
せ、家庭学習への意識を高
めるよう指導する。

3.8

学校生活委員が遅刻点検
をするなど、生徒の活動と
連携して、継続して指導を
行った。

遅刻をする生徒は決まって
いるので、家庭と協力して
個別に指導をしていく必要
がある。

全くしない生徒が依然とし
て多い。家庭とも連携をし
て、学習への取組をもう一
歩進める必要がある。

置き勉の指導は各担任に
任されているのが現状。生
徒会活動を通して置き勉を
なくす継続的な取り組みが
必要である。

2.9 2.0 2.0

3.2 3.3 3.1

月末大掃除の時や学期末
など、定期的にすべて持ち
帰らせるよう指導した。

試験前には学習計画表等
の取組を継続的に行って
いる。毎日の家庭学習に
対しては宿題を出したり、
予習の指示をしたりして、
家庭学習の啓発をしてい
る。

3.7
子どもさんは、集団としての規律やマナー
が身に付いている。最終③

3.2
集団としての規律マナーが身に付いてい
る。
最終③

3.1

全校集会・講演会や学年
集会などで集団規律の指
導を行った。

高い評価を受けているの
で来年度も継続できるよ
うに努める。

3.6

特別支援学級
の充実を図
る。

松尾
基本的生活習慣の確立と個
に応じた支援の工夫を図
る。

何事にも集中し
て取り組むよう
に指導した。

教科による指導方法の違
いや、個々の目標設定の
工夫が必要。

3.5
学校は、わかりやすい授業を心がけ、授業
の工夫・改善に取り組んでいる。最終⑤

学校の研究テーマ
「学習規律の確立の
もと基礎・基本の確
実な定着を図り、活
用力や言語力を高め
る授業を創造する」
に基づく学習指導の
工夫改善に努める。

林
指導主事を要請した授業研
究を行い、専門性と指導力
を高める。

わかりやすい授業に
心がけ、授業の工
夫・改善に努めた。
最終⑤

授業が工夫されていてわかりやすい。最終
⑤ 2.9

教職員全員が積極的に指
導主事を要請した授業研
究を行い、専門性と指導
力を高めることができ
た。

次年度も指導主事を要請
し、授業研究を行い、専
門性と指導力を高める。

生徒が授業中、集中して
（落ち着いて）学習に取り
組めるような指導・環境整
備を行った。最終④

3.6
子どもさんは、学校で落ち着いて学習に取
り組んでいる。最終④

授業中、集中して学習に取り組んでいる。
最終④ 3.0

全職員対象の授
業改善校内研修
会やＳＰＰ事業
の実施を通して
学習指導の工夫
改善を図る。

林

大学教授を招聘した全職員
対象の校内授業研究・研修
会を行い、学習指導力の向
上を図る。

大学教授を招聘した全職
員対象の校内授業研究・
研修会を行い、学習指導
力の向上を図った。同様
に大学教授によるＳＰＰ
授業を実施した。

次年度も講師を招聘した
授業研究・研修会を実施
する。その際、職員に趣
旨を十分に伝え、研究課
題等について共通認識を
持った上で実施する。

3

生徒一人一人の
教育的ニーズに
応える特別支援
教育の充実を図
る。

２人の教師による連携を
効率よくする。

2

基本的生活習慣、学習規律・集団規律・家庭学習習慣の確立を図る。 集団の力を高め、勤労観・職業観を育てる特別活動・キャリア教育を推進する。

本 年 度 の 重 点 目 標

基礎的・基本的な内容の確実な定着、振り返らせる場を設定するなど学習指導の工夫改善を図る。

生徒一人一人の教育的ニーズに応える特別支援教育の充実を図る。

学校図書館の機能の充実と計画的な利用を推進し、望ましい読書習慣の形成を図る。 学校のよさや特色を積極的に発信し、保護者や地域住民から信頼される開かれた学校づくりを目指す

生涯を通じて健康で安全な活力ある生活を送るための健康教育を推進する。

人権意識の高揚と確かな人権感覚を身に付ける人権教育を推進する。

○保護者や生徒アンケートの空欄の部分に、保護者や、特に子
供の意見が伺えないだろうか。（特にサイエンス・パートナー
シップ・プロジェクトやキャリア教育、盲目のランナー柳川春
己氏の人権講演会の感想など）

◎家庭で子供にきちんとしつけをすべき点に、学校へ負担をか
けすぎではないかと思う。しかし、お陰でこんなに素晴らしい
教育環境が出来てきたことには、感謝すべきことであると思
う。

◎生活面、学習面、人間関係面など多岐にわたって評価項目が
設定されている。目標管理があること自体が良いことと思う。

学校関係者評価

◎「ジャガイモ」を中心とした広報啓発活動や生徒指導、部活
動指導などの成果が上がっている。

4

5

◎今年度も取り組んできた成果が見られると思う。次年度は、
さらにステップアップして頂ければと思う。

○図書館開館日の増加、リサイクル活動、壁新聞づくりなどの
取組は、次年度も推進してほしい。

○学校の考察や改善策は評価できるが、各家庭事情などがあ
り、結果を出すのには、かなりの努力が必要と考える。

◎アンケート結果の３点以上の項目に見られるように、よさや
特色が伝統となり、引き続がれつつあることがよく分かる。

◎特筆すべき点は、開かれた学校づくりである。この様子は、
是非、他の学校へもモデルとして広めてもらいたい。

◎本年度は、新型インフルエンザの影響もあり、さらに授業時
数の確保が困難であったようだ。これだけの取組の量に比べて
限られた時間、その中で結果を出していく先生方には、本当に
頭が下がる思いだ。

◎開かれた学校情報は、親として、とても安心できます。

◎教育目標を立て、丁寧に取り組んでこられた結果、子供たち
が安定し、自然な形で成長している姿が、その表情から分か
る。

○第三者評価試行評価で、重点目標の１２項目が総花的である
との指摘があったが、学校現場から言えばこれだけでは語り尽
くせない（評価し尽くせない）部分があると感じる。ただ、
テーマごとに、例えば「学習」「生活」など、大きなカテゴ
リーに分けるとさらに分かりやすくなるように思える。

◎短期目標にサイエンス・パートナーシップ・プロジェクトや
キャリア教育が入っていることは、非常に評価に値する。この
点は、これからの日本を担う子供たちにとって、このような体
験的な学習が、大変重要になってくると思う。

1

目標、指標に照らして、学校が取り組んだ自己評価項目（評価
基準・教職員自己評価・保護者アンケート・生徒アンケート）
について

2

3

◎十分に努力されていると思います。様々な体験学習は、今後
も続けてほしい。

◎地域との連携がうまくいっていることが、何よりも良いここ
と思う。

上段・・・達成度

下段・・・重要度



評価 生徒アンケート 評価№ 中長期目標 短期目標
担
当

指　　標 評　価　基　準 教職員自己評価 評価 保護者アンケート 取組の考察 次年度改善点 学校関係者評価

Ａ 貸し出し冊数が前年度より、10%以上増加した。 Ａ ２週間に一冊程度本を読む。 Ａ ２週間に一冊程度本を読む。

Ｂ 貸し出し冊数っが前年度より、5%以上増加した。 Ｂ １ヶ月に一冊程度本を読む。 Ｂ １ヶ月に一冊程度本を読む。

Ｃ 貸し出し冊数が前年度と同程度だった。 Ｃ ３ヶ月に一冊程度本を読む。 Ｃ ３ヶ月に一冊程度本を読む。

Ｄ 貸し出し冊数が前年度より、減少した。 Ｄ 本を読まない。 Ｄ 本を読まない。

Ａ
各専門委員会の呼びかけに応じて、生徒会活動（リサイクル活動など）
に関心を持たせ、積極的に活動に参加させるように努めた。

Ｂ
各専門委員会の呼びかけに応じて、生徒会活動（リサイクル活動など）
に参加させるように努めた。

Ｃ
学期に一回程度、生徒会活動（リサイクル活動など）に参加させるよう
にした。

Ｄ
生徒会活動（リサイクル活動など）への参加意識を高めることができな
かった。

Ａ 前年度の成果と課題をふまえ、特活(行事)･道徳･各教科等において集団の教育力に着
目した取り組みを行い全職員を対象とした研修を年１回以上実施した。

Ｂ
前年度の成果と課題をふまえ、特活(行事)･道徳･各教科等において集団
の教育力に着目した取り組みを行えた。

Ｃ
前年度の成果と課題をふまえ、特活(行事)において集団の教育力に着目
した取り組みを行えた。

Ｄ 前年度の成果と課題をふまえた取り組みができなかった。

Ａ 大学教授を招聘した校内研修会を年1回以上行った。

Ｂ 校内研修会を年1回以上行った。

Ｃ 校内研修会を年1回行った。

Ｄ 校内研修会を行わなかった。

Ａ 「盲目のランナー」柳川春己氏の人権教育講演会を開催した。

Ｂ 人権教育講演会を開催した。

Ｃ 人権教育講演会を計画した。

Ｄ 人権教育講演会を行うことができなかった。

Ａ
年間１回外部講師を招聘し、地震と火災を想定した避難訓練をそれぞれ
年間１回実施した

Ｂ 地震と火災を想定した避難訓練をそれぞれ年間１回実施した

Ｃ 年１回の避難訓練を実施した

Ｄ 避難訓練を実施しなかった

Ａ
年間１回ずつ非行・薬物等乱用防止教室、性教育講演を実施し、外部に
も公開した。

Ｂ 年間１回ずつ非行・薬物等乱用防止教室、性教育講演を実施した。

Ｃ 年間に薬物等乱用防止教室、性教育講演をどちらか片方実施した。

Ｄ 薬物等乱用防止教室、性教育講演をどちらも実施しなかった。

Ａ 年３回以上発行した。

Ｂ 年２回発行した。

Ｃ 年１回発行した。

Ｄ 発行しなかった。

Ａ
生徒の自己評価・保護者アンケート・教職員の自己評価を年間２回実施
し公開した。

Ｂ
生徒の自己評価・保護者アンケート・教職員の自己評価を年間２回実施
した。

Ｃ
生徒の自己評価・保護者アンケート・教職員の自己評価を年間１回実施
した。

Ｄ
生徒の意識調査・保護者アンケート・教職員の自己評価を実施しなかっ
た。

Ａ 学校運営説明会・報告会を実施し、結果を公表した。

Ｂ 学校運営説明会・報告会を実施した。

Ｃ 学校運営説明会を実施した。

Ｄ 学校運営説明会・報告会を実施しなかった。

Ａ 学校関係者評価委員会を年２回実施し、その評価を公表した。

Ｂ 学校関係者評価委員会を年１回実施し、その評価を公表した。

Ｃ 学校関係者評価委員会を年１回実施した。

Ｄ 学校関係者評価委員会を実施しなかった。

Ａ 毎月１回実施した。

Ｂ 年間６回以上実施した。

Ｃ 年間３回以上実施した。

Ｄ 年間２回以下だった。

Ａ 週１回更新した。

Ｂ 月に２回更新した。

Ｃ 月に１回更新した。

Ｄ 更新しなかった。

Ａ
月に２回以上、保護者に配布するとともに、市民センターや各自治会を
通して全地域に回覧した。

Ｂ
月に１回以上、保護者に配布するとともに、市民センターや各自治会を
通して全地域に回覧した。

Ｃ 月に１回以上、保護者に配布した。

Ｄ 月に１回以上、保護者に配布できなかった。

集団の力を高
め、勤労観・職
業観を育てる特
別活動・キャリ
ア教育を推進す
る。

人権意識の高揚
と確かな人権感
覚を身に付ける
人権教育を推進
する。

4

学校図書館の機
能の充実と計画
的な利用を推進
し、望ましい読
書習慣の形成を
図る。

読書の習慣を
身に付けさせ
るための学校
図書館の利用
を活性化する
取組を行う。

幸野

保護者ボランティアを活用
して、学校図書館の整備を
するとともに、開館時の利
用者を増やす取組を行う。

学校は、読書の
習慣が身に付く
ように指導し
た。中間⑧

2.6 2.3 2.3

保護者のボランティア、
図書購入アンケートなど
で、活性化を図った。
また、図書館の開館日を
多くした。

家庭での読書週間を高め
るための工夫と、朝読書
の必要性を、職員に啓発
する。

5

生徒会専門委員会に出席
し内容を学級で報告する
ように指導した。また、
リサイクル活動への協力
の呼びかけをするよう指
導した。

生徒会活動
（リサイクル
活動等）の充
実を図る。

三好

生徒会活動（リサイクル活
動等）への参加意識を高め
るために、生徒の自主的な
運営による専門委員会活動
をサポートする。

生徒に生徒会活
動（リサイクル
活動など）に関
心を持たせ、積
極的に参加する
よう指導した。
最終⑥

2.9
子どもさんは、生徒会が行っている活動
（リサイクル活動など）に関心を持ち、協
力している。最終⑥

生徒会が行っている活動（リサイクル活動
など）に関心を持ち、協力している。最終
⑥

2.5

2.9
次年度も報告を行い、生
徒会活動の参加意識を高
める。また、日常的にリ
サイクル活動を意識する
ように指導する。3.2

林

前年度の成果と課題をふま
え、特活(行事)にとどまら
ず、道徳や各教科等におい
て集団の教育力に着目した
取り組みを行う。

集団の教育力に着目した
学校の取り組みを行事、
各教科等で実施し、成果
と課題を明確にすること
ができた。

今年度の成果と課題をい
かし、集団の教育力に着
目した学校の取り組みを
継続・改善していく。

大学教授・指導主事を招
聘した全職員対象の校内
授業研究・研修会を行
い、研究の目的、方向性
等を確認することができ
た。

林

大学教授を招聘した全職員
対象の校内研修会を行い、
集団の教育力に着目した学
習指導力の向上を図る。

取組に関する、教師の細
かな指導の実際等を記録
に残し、本年度の成果を
効果的に次年度に生か
す。

教育センター
研究開発協力
校（２年次）
の委嘱を受
け、集団の教
育力に着目し
た学校の取り
組みを見直
す。

6

人権教育講演
会の行い、人
権意識の高揚
を図る。

島
人権教育講演会の充実に努
める。

人権教育講演会を年２回
開催した。

日常から「共生」を意識
して、生徒の実態に応じ
た人権教育講演会を実施
する。

7

外部講師を招
聘した地震・
火災を想定し
た避難訓練を
実施する。

井上

生涯を通じて健
康で安全な活力
ある生活を送る
ための健康（学
校保健・安全教
育・食育）を推
進する。

外部講師を招聘した地震・
火災を想定した避難訓練、
不審者対応の避難訓練、２
年生で救急救命の講習会を
実施する。

消防署の方を招き、全学
年で避難訓練を実施し
た。２年生で救急救命の
講習会を実施した。

外部講師を招聘し訓練を
実施する。

外部講師を招
聘した非行・
薬物等乱用防
止教室、性教
育講演会を実
施する。

井上
非行・薬物等乱用防止教
室、性教育講演会を実施す
る。

全学年を対象に実施し
た。

講師を招聘した講習会を
継続する・

豊かな人間性
をはぐくむ食
育に取り組
む。

山本
涼

食育便りを発行する。

成長期の食の大切さや受
験生に夜食、おやつの取
り方を啓発する食育便り
を発行した。食育の講師
を依頼して、１年生に授
業を行った。

次年度も講師を招聘する
などして、継続した食育
に取り組む。

8

学校の積極的な
情報発信と学校
評価システムの
一層の充実を図
り、保護者や地
域住民から信頼
される開かれた
学校づくりを目
指す。

学校の教育目
標の具現化を
目指し、教職
員の意欲が向
上する学校評
価システムの
一層の充実を
図る。

林

生徒の自己評価・保護者ア
ンケート・教職員の自己評
価を年間２回実施し公開す
る。

生徒の自己評価・保護者
アンケート・教職員の自
己評価を年間２回実施し
公開した。

次年度も今年度同様実施
する。目標や指標の内容
に適した質問項目かどう
かよく注意し、実施す
る。また、アンケートの
形骸化に注意する。

林
学校運営説明会・報告会を
実施する。

学校運営説明会・報告会
を予定通り実施した。

次年度も今年度同様実施
する。その際、保護者の
求める内容に適した説
明・報告かどうか事前に
審議する。

林
学校関係者評価委員会の活
用を図る。

年間２回実施した。 次年度も今年度同様年間
２回実施する。その際、
協議する内容の課題を明
確にし、十分に共通認識
が図られるよう努める。

授業公開の推
進を図る。

林
常時学校開放と本校の重点
課題解決に向けた毎月１日
授業公開日を設定する。

授業公開を行う
など開かれた学
校づくりに協力
した。最終⑨

学校は、授業公開を積極的に行うなど開か
れた学校づくりに努めている。最終⑨

次年度もより多くの公開
授業、公開講演会、公開
行事等を実施し、地域に
開かれた学校を目指す。

3.5

次年度も学校の取組の様
子、生徒の活躍や感想文
等の情報を積極的に発信
し、地域・保護者と共に
学校づくりを進めていく
ための一助とする。

3.4

3.0

年間３０本、月１回以上
の授業公開および４回の
講演会を実施することが
できた。

週１回更新することがで
きた。行事ごとにトピッ
クスとして写真等をアッ
プし、好評であった。

次年度も随時更新してい
き、トピックスを充実し
ていく。

通信等による
積極的な学校
の情報提供を
行う。

林
校長通信・ホームページ・
学年通信・学級通信を通し
て学校の情報を発信する。

3.6

校長通信「ジャガイモ」
を随時発行し、学校の情
報を積極的に発信するこ
とができた。

3.5

校長通信(ジャガイモ）学年通信・学級通信など
を読んでいる。最終⑧3.7

校長通信（ジャガイモ）や学年通信・学級
通信・ホームページなどを通して学校のよ
うすが分かる。最終⑧

学校のホーム
ページの充実
を図る。

林 随時更新する。

学校は、通信や
ホームページな
どを通して情報
発信をした。最
終⑧

3.7

次年度への検討課題

「学校の掲げる重点目標が１２項目に及び自己評価項目
が総花的になっている」と指摘されたが、自己評価の全
体像を示せばどうしても評価項目が総花的になってしま
う。学校では、実際、自己評価項目以上の取組をしてい
るからだ。ただし、保護者や地域住民に学校の最重点課
題として発信する場合や学校関係者評価をお願いする場
合、その中の２、３項目に重点化することが望ましいと
思われる。

「スローガンやテーマが並立しており、その相互関係が
不明確である」という指摘を受け、相互関係が分かりや
すいように改善する。

5

○ここまで充実してきた学校だからこそ第三者評価試行評価で
も次のステップへとの意見が出てきたのだと思う。まさにワン
ステップ階段をあがる時期ではないかと感じる。子供たちの自
尊感情を高め、子供たちの自立に向けた取組を具体的な形で実
行していくことなど、様々な活動を期待する。そのために、保
護者や地域住民は、黒子となってサポートする道を共に考えて
いけるようになればと思っている。

○高度情報化や個人主義など、子供を教育することが非常に厳
しい時代になってきている。「開かれた学校」となってきた今
こそ、開くのは何か、何よって開くのかを、さらに一歩推進し
ていくことが、私達みんなに問われていると思う。微力で申し
訳ないが、一緒に頑張りたい。

○読書意欲の向上を目指し、「読み聞かせ」の取組は大変良い
と思う。しかし、最近の日本人の対話力、言葉の不足が指摘さ
れている。中学生に、適切な言葉で「発言する力」を身に付け
ていってもらいたい。

○素直な良い子であるが、自発的に掃除をしたり、学習習慣、
読書習慣について弱い傾向がある。自発的に掃除をしたり、学
習習慣、読書習慣が向上したりするようなアイディアがあれば
と思う。

情報発信の主体が担任や学年主任へと広がりをみせてい
る。行事や体験活動のみならず、授業の場面等について
も情報提供を工夫していきたい。

「学校の挙げる重要項目と実際のアンケートにおける質
問項目の対応の検討が不十分である」との指摘を受け、
次年度に向けアンケート項目を再検討し、焦点化を図
る。

「自己評価の評価項目が、学校行事に重点をおいたもの
になっている傾向が見られる。授業の質の向上に焦点を
当てた評価体系を確立することが期待される。」「子ど
もの変容を捉えなおしながら、ワンステップ向上させる
議論を期待する」「もう一歩学校を成長させる。次の一
歩が今後の課題。授業中落ち着いて物事を深く考えた
り、生徒の皆さんが持つエネルギーを日常の授業の中に
向けたりすることができる段階にきている」という指摘
を受けたが、平成２０年度から教育センター研究開発協
力校として集団の教育力に着目した教育活動の取組と、
授業改善に取り組んできている。その成果を、今後、積
極的に発信したい。

「学校目標・重点項目については、どれが最終到達点
か、その前段階に位置付けるのはどれか」という指摘を
受け、階層化のための検討作業を次年度に向け着手す
る。

5

6

1

2

3

4


