
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 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。

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。

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。

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。

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。

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。

Ａ 朝食を毎日食べる。 Ａ 朝食を毎日食べる。

Ｂ 朝食をほぼ毎日食べる。 Ｂ 朝食をほぼ毎日食べる。

Ｃ 朝食を食べないことの方が多い。 Ｃ 朝食を食べないことの方が多い。

Ｄ 朝食を全く食べない。 Ｄ 朝食を全く食べない。

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。

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

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
(2,8)

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。
3.3
(3,5)

○目標に対する先生方の意識が非常に大切であると思います。

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。
2,9
(3,2)

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。
3.4
(3,5)

Ａ
指導主事を要請し，授業研究を伴った，電子黒板を活用した校内研修を年1回
実施した。

◎教師の自己評価が丁寧です。

Ｂ 授業研究を伴った，電子黒板を活用した校内研修を年１回実施した。

Ｃ 電子黒板を活用した校内研修を実施した。

Ｄ 電子黒板を活用した校内研修を実施しなかった。

Ａ 必要と判断される機会の90％以上開設できた。

Ｂ 必要と判断される機会の70％以上開設できた。

Ｃ 必要と判断される機会の50％以上開設できた。

Ｄ 開設が必要と判断される機会の50%未満であった。

Ａ 全生徒が、それぞれの到達目標を達成した。

Ｂ 6人の生徒が、それぞれの到達目標を達成した。

Ｃ 3人の生徒が、それぞれの到達目標を達成した。

Ｄ 1人もそれぞれの到達目標を達成できなかった。

Ａ 週5回開館することができた。 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 週3回開館することができた。 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 週2回開館することができた。 Ｃ ３ヶ月一冊程度本を読む。 Ｃ ３ヶ月一冊程度本を読む。

Ｄ 週1回開館することができた。 Ｄ 本を読まない。 Ｄ 本を読まない。

Ａ 本の配置図の掲示や新着図書の紹介を随時更新することができた。

Ｂ 本の配置図の掲示や新着図書の紹介の更新を月1回以上することができた。

Ｃ 本の配置図の掲示や新着図書の紹介の更新を学期に1回することができた。

Ｄ 本の配置図の掲示や新着図書の紹介の更新を行えなかった。

1

2

3

◎このような学校評価は他校ではほとんど見られません。その点
は毎回感じるし、教職員の方々の努力に敬意を表します。小規模
校のゆえに難しい点が多々あると思います。特にこの学校は、小
学校（あるいは幼稚園）から、他の子どもたちの流入がなく、持
ち上がってきている子たちです。その中で、これだけの成果をあ
げていることは本当に評価します。

◎保護者アンケートの回収率が９５％と、関心度と協力姿勢の高
さを認識しました。学校の並々ならぬ努力を感じます。

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

○目標を設定し、上を目指し、一歩一歩地道に進むことが目標に
繋がっていくと思います。

○学校の教育目標に向け、中長期・短期ときめ細かな課題を設定
し、具体的な指標が打ち出されています。昨年度と大差はありま
せんが、昨年度の低い評価だった「家庭学習の習慣」「読書習
慣」について継続した取組をお願いします。

◎知・徳・体、三つのバランスのとれた校風に向けて取り組む姿
勢がありありと感じられます。生徒の安全確保、心の安らぎを醸
し出す校庭での花壇の整備、いつも整理整頓されている玄関・校
内など、訪問するたびに内部がしっかり運営され、学校の熱意が
保護者にも生徒にも伝わっているように感じられます。

基
　
　
礎
　
　
・
　
　
基
　
　
本 ○前回も意見が出されたと思うが、掲げる目標の量が多すぎて、

この人数の職員では負担が多すぎると感じます。例えば、安全点
検は地域のボランティアに委託、人権教育についても小学校や地
域団体と連携させることで経費や人員の負担軽減にならないで
しょうか。

◎細分化された課題や指標などについて、大変素晴らしいと思い
ます。

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

◎学校が取り組んでいる活動が多岐にわたり、計画や準備に先生
方のご努力がどれほどあるのかを思うと、本当に頭が下がりま
す。生徒も保護者もその先生方の意欲・努力を肌で感じ、言葉だ
けではない何かに導かれて今の姿があるのだと思います。学校も
保護者も「学校は変わる」ことを信じて進むこと。また、悪い意
味での変化とならないよう、油断せず緊張感を持ち続けることが
必要だと思います。

◎学校全体、教師が一体となって取り組んでおられることがとて
も嬉しいです。中でも読書習慣が、生徒アンケートで昨年度２．
３ポイントから２．８ポイントへと向上したことは、生徒の自覚
が出てきたと評価できます。その他の面も推し進めて頂きたいと
思います。地域の力も十分に活用されていると感じます。

○「あいさつ・掃除・身なり」など、“伝統尾倉”を大事にしな
がらも、尾倉中としてどこの中学校にもない「情報・環境・キャ
リア」の分野で独自性を発揮してほしい。

○悪い面に目を向けて改善を図ることもいい事でしょうが、良い
面に目を向け伸ばすことで、評価の低い項目も自然と向上する方
向に向くと思います。

3.7
(3,8)

遅刻や時間を守れない生
徒は固定化している傾向に
あるので，罰則を与えるだ
けの指導ではなく、家庭と
協力して個別に指導をして
いく必要がある。

10分休みや昼休み等、教師が
生徒に教室入室や授業準備を
呼びかけ、時間を守る指導を
行った。また、生活委員が遅刻
点検をするなど，生徒の活動と
連携して指導を行った。

3,2
(3,4)

昨年度より多く開館でき
たが、学校行事の関係等
で、思うようにブックヘ
ルパーを生かせなかっ
た。

今後、ブックヘルパーの
活動期間を設定して、計
画的に図書館業務に取り
組んでいきたい。

新着図書以外にも、テー
マ展示を行い、生徒が利
用しやすい環境作りに努
めた。

環境整備に一層取り組
み、生徒が来館しやすい
図書館を目指したい。

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。

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。

体力，特に持久力の向上を
図るため，年間を通じて持
久走に取り組む。

松尾
坊城

4

図書を読みやすく居心地の
よい学校図書館の環境を整
備する。

学校図書館の常時開館を目
指す。

学校図書館司書とブックヘ
ルパーを活用し、常時開館
できる体制をととのえる。

本の配置図を掲示したり、
新着図書の紹介をしたりし
て、生徒が利用しやすい環
境をつくる。

新たな発想による取組を
行い、社会生活に役立て
ていくようにする。

予定通り行うことがで
き、接客することでコ
ミュニケーション能力を
高めることができた。

将来の就労に向けて，好まし
い人間関係を自らつくること
ができるように，喫茶「大空
と大地」を出店し，研修会等
で外部からの来校者に対して
接客実習を行う。

来校者があった時に、喫茶
「大空と大地」を開設す
る。

2,8
(2,3)

2,4
(2,3)

次年度も指導主事を要請
し、研究授業を行い，電
子黒板の活用を考えてい
く。

個々の目標は概ね達成す
ることができた。

継続して取り組み、さら
に持久力を高めるため
に、距離を延長し、ス
ピードをつけるための指
導の工夫を行う。

指導主事を要請した研究
授業を通して，全職員で
校内研修を行うことがで
きた。

3.8
(3,7)

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

授業が工夫されていてわかりやすい。最終
⑤

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。

3.6
(3,6)

2

3

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（指導主事要請授
業）を推進する。

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。 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

3.8
(3,6)

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
(3,2)

遅々として出さない・出せな
い生徒が固定化している傾
向がある。今後も個別指導
の強化や家庭とも連携をし
て，学習への取組をもう一
歩進める必要がある。

置き勉はなかなか徹底でき
ていない。家庭との連携を
はかったり、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。

帰りのＨＲにおいて、翌日の宿
題や持ってくる物を確実に記
録させ、チェックする指導や、
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。

日々の課題を残さず、生徒を
放課後個別に残して徹底して
やらせる指導や、家庭学習に
おいては宿題を出したり，予習
の指示をしたりして，啓発をし
ている。

集団としての規律マナーが身に付いてい
る。
最終③

3.1
(3,1)

3,1
(2,9)

2,1
(2,0)

2,4
(2,0)

3.1
(3,1)

3.2
(3,3)

3.1
(3,1)

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。

生徒の生活習慣意識をよ
り高めていくために，継
続的な取り組みを今後も
続けていく。

3.7
(3,7)

3.6
(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。

3.5
(3,5)

定期敵に点検活動を行っ
た結果、一人一人が気を
付けるようになった。

来年度もこの取り組みを
継続していきたい。「

山本
涼

保健だより等で早寝・早起
き・朝ご飯運動を推進する
ことにより，基本的生活習
慣の大切さを認識させ、実
践できるように指導する。

学校は，早寝・
早起き・朝ご飯
運動の啓発を
行った。
中間④

2.7
(2,8)

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
る生徒の実態から問題点を
探り，個別の指導も行っ
た。

3.5
(3,6)

2.3
(2,3)

貝掛

職員が模範となって清掃指
導に取り組み，清掃に対す
る生徒の意識を高めてい
く。

井上

登校指導中や朝の会,授業
中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

3.8
(3,6)

2.5
(2,4)

常に呼びかけを心がけ、新
しい掃除道具も導入し、職
員が模範となって清掃指導
に取り組んだ。

学校内、家庭内での清掃
に対する意識を高めてい
くために，毎日の清掃指
導を徹底して行ってい
く。

3.3
(3,2)

3.3
(3,4)

毎朝，登校時に門の前で
登校指導を行った。ま
た，定期的に生徒会によ
る「あいさつ運動」を実
施した。

生徒と職員全員が元気の
良い挨拶ができるよう
に，継続して朝の「あい
さつ運動」に力を入れ
る。

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。

山本
和

学習規律・集団規律・家庭
学習習慣の確立を図る。

林

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

3.9
(3,6)

評価

毎日の清掃指導
を行った。中間
②

3.6
(3,6)

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

全校集会・学年集会や講演
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

学校は、読書の
習慣が身に付く
ように指導し
た。

3,3
(2,6)

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

3.5
(3,5)

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。授業中，集中して学習に取り組んでいる。

最終④
3,0
(3,0)

2.9
(2,9)

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

○自己評価やアンケートを実施することにより、少しでも現状把
握ができるアイテムとして今後も役立ててほしい。

平成２２年度　北九州市立尾倉中学校　「自己評価・学校関係者評価結果報告書」

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。 感動体験できる教育活動を創造し、集団の力を高める特別活動・キャリア教育を推進する。

本 年 度 の 重 点 目 標

◎中長期目標・短期目標・指標等が適切にきめ細かく設定されて
います。

◎中長期目標にキャリア教育・食育・情報・環境を揚げているこ
とを評価します。

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。 好ましい人間関係を育て、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。

道徳性を養う道徳教育、確かな人権感覚を身に付ける人権教育を推進する。

   　　  　

№ 中長期目標 短期目標

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。

担
当

指　　標 評　価　基　準 教職員自己評価 保護者アンケート 評価 生徒アンケート 評価 取組の考察

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。

生徒一人一人の
教育的ニーズを
把握し，そのも
てる力を高め，
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。

継続して1,500ｍ、800ｍ走
を行い、個々の生徒の体力
に応じた目標タイムを達成
する。

井上

電子黒板を活用した全職員
対象の授業改善校内研修会
の開催

山本
和

全教師が電子黒板を活用し
た授業の開発が行えるよう
研修の場を設ける。

山本
恵

坊城
定村
佐藤

学校関係者評価

◎校長先生を始め職員の方々が、尾倉中学校をより良くしたいと
いう思いが強く感じられます。

2.7
(2,9)

上段・・・達成度

下段・・・重要度

上段：本年度　　下段（　）：昨年度



次年度改善点評価

   　　  　

№ 中長期目標 短期目標
担
当

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

上段：本年度　　下段（　）：昨年度

Ａ 保護者や地域の方々と連携した行事を年６回以上行った。 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

Ｂ 保護者や地域の方々と連携した行事を年５回行った。

Ｃ 保護者や地域の方々と連携した行事を年４回行った。

Ｄ 保護者や地域の方々と連携した行事を年３回行った。

Ａ 年間12回以上外部講師を招聘し，芸術演劇体験を実施した。

Ｂ 年間６回以上外部講師を招聘し，芸術演劇体験を実施した。

Ｃ 年間１回外部講師を招聘し，芸術演劇体験を実施した。

Ｄ 芸術演劇体験を実施することができなかった。

Ａ
生徒主体の環境教育の取り組みを行い、環境協力センターと連携した環境国
際協力の取組及び環境教育講演会を実施した。

Ｂ
生徒主体の環境教育の取り組みを行い、環境協力センターと連携した環境国
際協力の取組を実施した。

Ｃ 生徒主体の環境教育の取り組みを行った。

Ｄ 環境教育の取り組みを行った。

Ａ
生徒会活動（委員会活動,リサイクル活動等）に９０％以上の生徒が呼びかけ
に応じて協力した。

Ｂ
生徒会活動（委員会活動,リサイクル活動等）に７０％以上の生徒が呼びかけ
に応じて協力した。

○家庭学習の評価のずれが大きいことは、懸念材料です。

Ｃ
生徒会活動（委員会活動,リサイクル活動等）に５〇％以上の生徒が呼びかけ
に応じて協力した。

Ｄ
生徒会活動（委員会活動,リサイクル活動等）に５０％未満の生徒が呼びかけ
に応じなかった。

Ａ 調べ学習および体験学習を計画・継続的に実施し，指導の充実に努めた。

Ｂ 調べ学習および体験学習を計画・継続的に実施した。

Ｃ 調べ学習および体験学習を計画的に実施した。

Ｄ 調べ学習および体験を計画的に実施しなかった。

Ａ 指導主事を要請し，道徳校内研修を年間1回実施した。

Ｂ 授業研究を伴った，道徳校内研修を年１回実施した。

Ｃ 道徳校内研修を実施した。

Ｄ 道徳校内研修を実施しなかった。

Ａ
中村文昭氏の人権教育講演会を開催し，事後学習を行った後、全生徒に感想
文を書かせた。

Ｂ 人権教育講演会を開催し，事後学習を行った。

Ｃ 人権教育講演会を開催した。

Ｄ 人権教育講演会を行うことができなかった。

Ａ 心のアンケートを毎月1回実施し、生徒指導に活用できた。

Ｂ 心のアンケートを学期に1回実施し、生徒指導に活用できた。

Ｃ 心のアンケートを年間1回実施し、生徒指導に活用できた。

Ｄ 心のアンケートを実施しなかった。

Ａ
消防署の方を講師に招いての救急救命講習会を年間1回実施し、外部にも公開
した。

Ｂ 消防署の方を講師に招き，救急救命講習会を年間1回実施した。 本校の教育活動、その他の学校運営について

Ｃ 救急救命講習会を年間1回実施した。

Ｄ 救急救命講習会を実施できなかった。

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 年３回以上実施し，取組を文化発表会で発表できた。

Ｂ 年３回実施し，取組を文化発表会で発表できた。

Ｃ 年２回実施した。

Ｄ 年１回実施した。

Ａ
五間岩パン社長を講師として招聘し，食育パン作り実習を年間1回実施し、外
部にも公開、保護者も参加した。

Ｂ 五間岩パン社長を講師として招聘し，食育パン作り実習を年間1回実施した。

Ｃ 食育パン作り実習を年間1回実施した。

Ｄ 食育パン作り実習を実施できなかった。

Ａ ８０％の授業で実施した。

Ｂ ６０％の授業で実施した。

Ｃ ５０％の授業で実施した。

Ｄ ４０％の授業で実施した。

Ａ 毎月１回以上実施した。

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。

全教員が指導主事を要請した研究授業を行い、専門性と指
導力を高め、「わかる授業の創造」を図るとともに、朝自
習や放課後教室などの取組を通して基礎・基本の確実な定
着を図り、学力向上を一層推進する。

本校のよさや伝統を守り、環境教育、食育、キャリア教
育、情報教育などの取組や教育活動の一層の充実を図る。

家庭への積極的な情報発信を行い、中学校給食の円滑な導
入を図る。

1

2

3

4

5

家庭学習の課題（宿題）、予習の指示、未提出者の個別指
導、置き勉をなくす取組など、家庭と協力して、指導の強
化を図り、家庭学習習慣の一層の定着を図る。

学校図書館職員とブックヘルパーの方々の協力を得て、図
書館開館日の増加、図書館環境の一層の充実を図るととも
に、家庭への啓発を進め、読書習慣の一層の定着を図る。

○家庭学習への取組に、多少の不安を感じます。中学校の間に、
家庭学習の習慣を身につけておくことが、　高校に進学する際の
基本になると思います。

○高度情報化が急速に進む現状を考えれば、子どもたちのパソコ
ンの活用は不可欠です。ＩＣＴサポーターの取組を、継続してほ
しい。

○「夢や希望のある教育」を目指して取り組んでいただきたい。

4

5

○教職員の自己評価には、先生方の頑張りが表れていると思いま
すが、保護者のアンケート結果がやや下がるのは、多くを期待し
ているからかもしれません。全体的に前向きの姿勢が根付いてき
ているように思われます。

◎教職員の評価と保護者・生徒のアンケート結果がほとんど変わ
らない点に、努力がはっきり数値として出てきています。

◎開かれた学校づくりに対する職員の方々の努力を強く感じま
す。

保護者や地域の方々と連携
した収穫祭，餅つき会，百
人一首大会等の取組を計
画，実施する。

体力の向上を図るため，保
健体育科の授業で毎時間５
分間走を実施する。

井上

八幡駅前派出所と連携し，
外部講師を招聘した非行・
薬物等乱用防止（インター
ネット・携帯電話）教室を
実施する。

生徒会活動（生徒会行事,
委員会活動,リサイクル活
動等）の充実を図る。

今村
矢野
三好

全職員対象の道徳校内研修
会を開催する。

人権教育講演会を行い，人
権意識の高揚を図る。

救急救命講習会を開催す
る。（毎年対象第二学年）

島

環境教育の取組を一層推進
する。

環境協力センターと連携し
た環境国際協力の取組及び
環境教育講演会を実施す
る。

人権教育講演会を年１回
開催した。中村文昭氏の
「一つの出会いが人生を
変える」講演により、人
権感覚を身につけること
ができた。

外部講師と、学校の担当
職員との連携を密にし
て、生徒の指導に当たる
ことができた。

外部講師と職員の、目指
す生徒像、目指す演劇像
の意思統一を図るのが困
難だった。講師と生徒の
調整を担う職員は、常に
協議を行う必要あり。

今後も保護者、保護者
OB、地域の方々との繋が
りを意識した取り組みを
継続していく。ただし、
行事の精選との兼ね合い
も考慮に入れること。

PTAの各委員会と連携を
図り、行事の趣旨説明や
協力依頼を行った。

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 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
開かれた学校づくりを進
めていく。

校長通信、月行事、お知
らせコーナーなどを週１
回更新し、大変好評で
あった。

次年度も週１回以上更新
していき，内容を充実し
ていく。

3.5
(3,6)

校長通信「ジャガイモ」
を週１回発行し，学校の
よさや特色を積極的に発
信することができた。

3.4
(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⑧

3,3
(3,0)

今後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
(3,5)

学校のホームページの一層
の充実を図る。

校長
教頭
林

山本
和

近藤

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校長通信や学年・学級通信

等による積極的な学校の情
報提供に努める。

校長
教頭
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。

3.4
(3,4)

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

年間３０回，月１回以上
の授業公開および３回の
講演会を実施することが
できた。

予定通り年間を通して５
分間走を実施した。

次年度も今年度同様実施
する。生徒に目標を持た
せ、また安全面にもより
注意して実施する。

8

3.8
(3,7)

授業公開を一層推進する。
林

全職
員

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

3.8
(3,7)

領家
井上

水泳、武道を除く授業で体
力向上のため年間を通して
５分間走を実施する。

次年度は，学校完全給食
の開始もあるが，時期な
どをみて，「食育弁当の
日」の確保をしていきた
い。

全学年を対象とし，技
術・家庭科の授業でお弁
当のプランを立てさせ，
取り組ませることができ
た。

来年度に学校給食が開始
され、パンの販売がない
ので、パンづくりの実施
は検討課題である。

予定通り実施することが
でき、多くの保護者の参
加と協力を得ることがで
きた。

山本
恵

五間岩パン社長を講師とし
て招聘し，食育パンづくり
を実施する。

次年度は、学校完全給食
の開始もあり、さらに食
に関する関心を高めさ
せ，継続した食育に取り
組む。

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。

全学年を対象に夏休み前
に２度実施した。また、
暴力団から被害をあわな
い講演会を実施した。

講師を招聘した講習会を
継続する・

山本
涼

食育便りを発行することに
より、「食」の大切さを意
識づける。

日常から人権感覚を意識
して，生徒の実態に応じ
た人権教育講演会を継続
して実施する。

校内研修の一層の充実
と、生徒の実態に応じた
資料の精選に努めたい。

6
山本
恵
島

全教師が道徳の基本方針を
踏まえ，共通理解が図られ
るよう研修の場を設ける。

人権教育講演会の充実に努
める。

人権教育講演会
の充実に努め

た。

区内の全員研修会（本校
授業）に全職員が参加
し、有意義な研修の場と
なった。

キャリア教育（勤労観・職
業観）の視点に立った進路
指導の充実を図る。

林
定村
島

山本
恵

職業調べ，職場体験学習，
ボランティア活動，地域清
掃活動等を計画し継続的に
行う。

次年度も各学年，計画的
な取り組みを継続する。

3.3
(3,2)

職業調べ，職場体験学
習，上級学校調べを計画
的に行った。

生徒会が行っている活動（生徒会行事,委
員会活動,リサイクル活動など）に関心を
持ち，協力している。最終⑥

2.8
(2,9)

今年度のような大きな行
事にならずとも、取り組
みを、生徒会を中心とし
た子ども主体の活動とし
て定着させたい。（無理
をせず出来ることから）

環境協力センターと連携
した環境国際協力の取組
及び環境教育講演会を実
施した。また、その成果
を生徒会が環境子どもサ
ミットにおいて発表した

林
定村
島

山本
恵

「児童生徒のコミュニケー
ション能力の育成に資する
芸術表現体験事業」（文部
科学省）を通して，生徒に
優れた舞台芸術を体験させ
る。

生徒会活動（生徒会行事,
委員会活動,リサイクル活
動等）への参加意識を高め
る。

生徒に生徒会活動
（生徒会行事,委員
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

3,0
(2,9)

子どもさんは，毎日楽しく学校に行ってい
る。最終①

次年度への検討課題

次年度もアンケートを継
続し指導に生かしてい
く。

子どもさんは，生徒会が行っている活動
（生徒会行事,委員会活動,リサイクル活動
など）に関心を持ち，協力している。最終
⑥

次年度も、リサイクル活
動についての意識を高め
る取組について指導を行
う。

環境教育交流会や文化活
動発表会で、生徒会のリ
サイクルへの取組を発表
した。それによって、生
徒の意識を高めることが
できた。

2.7
(2,5)

○現在の学校運営において、職員の仕事量の多さには驚きに耐え
ません。地域の一員として少しは役に立つ事がないか、考えてい
きたいと思います。

○全体的な成果を評価していますが、心配な点は、子どもたちの
学力が、この尾倉中だけではなく公立中で二極化してきているこ
とです。小学校からの生活習慣・学習習慣が大きな要素となって
います。授業時間の確保がなかなか難しい現状を考えますと、家
庭学習の重要性は増すことになります。今回の改善点にも遅刻や
宿題、置き勉などの生徒が固定化しているありました。二極化に
歯止めをかけるためにも、地域や保護者が連携できること、学校
のサポートをする工夫を考えていかなければなりません。

○アンケート結果の小さな差異を大事にしていくことが大切であ
ると思います。

加地

好ましい人間関係を育て楽
しい学校生活の実現を図る
教育活動（不登校対策・心
のアンケート）を推進す
る。

○完全給食による利点、あるいは弊害については、次年度の報告
を期待します。

◎一昨年、学校関係者評価委員会の中で出てきた「お弁当を作ろ
う」という意見が、ＰＴＡの方々に受け入れられて形になり、月
１回、継続できている事は、すごいなと思います。地域やＰＴＡ
の声に耳を傾ける姿勢が、全ての面で見られるといいです。

3.3
(3,5)

3.7
(3,6)

講演会は、可能ならば時
期をずらしてでも、全学
年で実施できるよう努め
る。

毎月最終週に実施するこ
とができた。

毎日楽しく学校に行っている。最終①
3.1
(3,3)

感
動

○読書習慣について、保護者の意見が厳しい点が懸念されます。
自宅で本を読む子どもの姿を目にしていないということでしょう
か。図書館内で読書をしても、借り出しが少ないということで
しょうか。保護者も一緒に借りて、家で共に読書をするようにな
れば理想的ですが、保護者がＴＶやゲームで子どもが読書とはな
かなか難しいと思います。

○キャリア教育についても、職場体験はもちろんのこと、継続願
います。「ようこそ先輩」として、いわゆる暴走していた招かざ
る先輩から、現在のりっぱに働く姿を見せ、話を聞き、成長モデ
ルとさせるなど、変化のあるメニューが取り入れられないでしょ
うか。

○食育、環境教育など、多方面からの取組が生徒の成長に繋がる
と信じています。

◎具体的な指標において、先生方の取り組む姿勢が考察に表れて
います。

◎家庭での習慣、読書習慣に力点を置き、育てられた成果が出て
います。今後も継続されることを望みます。

◎アンケートの結果は、生徒・保護者・先生ときちんととらえら
れていると思います。特に、読書習慣については、学校図書館に
おける読書環境整備などの成果が、数値に出ています。

3.6
(3,6)

元
気

7

食事の重要性，心身の健
康，食品を選択する能力，
感謝の心，社会性，食文化
などを身につけることがで
きるような活動を実施す
る。

好ましい人間関
係を育て楽しい
学校生活の実現
を図るととも
に、生涯を通じ
て心身ともに健
康で安全な活力
ある生活を送る
ための健康教育
（学校保健・学
校安全・食育）
を推進する。

消防署の方を招いて、第
二学年で救急救命講演会
を実施し、さらにJ-DIG
の講演会を実施した。

生徒が毎日楽し
く学校に行ける
ように取り組ん
だ。最終①

非行・薬物等乱用防止教
室，性教育講演会を実施す
る。

救急救命講習会を開催す
る。

山本
和

家庭科と連携した食育弁当
の日を実施する。

心のアンケートを実施す
る。

5

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。

豊かな体験を通
して，一人一人
の内面に根ざし
た道徳性を養う
道徳教育、及
び、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。

林
定村
島
山本
恵
今村
矢野
三好

体験的な活動・奉仕活動・
学校行事等の充実を図るた
め，総合的な学習の時間を
活用した取組を行う。

感動を体験でき
る教育活動を創
造し、集団の力
を高める特別活
動，勤労観・職
業観を育てる
キャリア教育を
推進する。


