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１ 学校評価の目的 

① 各学校が，自らの教育活動その他学校運営について，目指すべき目標を設定し，その達成状況

や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより，学校として組織的・継続的な改善

を図ること。 

② 各学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明に

より，適切に説明責任を果たすとともに，保護者，地域住民等から理解と参画を得て，学校・家

庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改善措置を

講じることにより，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ること。 

 

２ 学校評価の方法 

① 自己評価は，全職員による自己評価をもとに，生徒・保護者へのアンケート（生徒年２回，保

護者年１回）の結果を加えて行う。 

② 自己評価は，年２回行う。 

③ 自己評価の結果を踏まえて，学校関係者評価委員会による学校関係者評価を年２回行う。 

④ 自己評価と学校関係者評価の結果を公表する。 

⑤ 自己評価と学校関係者評価の結果をもとに，改善点を全職員で共有し，来年度以降の学校教育

に活かしていく。 

 

３ 前期自己評価 

Ⅰ 自己評価の具体的方法 

 ① 本年度の学校教育目標をふまえて，評価項目を決定する。 

 ② 全職員が評価項目を４段階で評価する。 

４；よく当てはまる・十分達成している 

３；やや当てはまる・概ね達成している 

２；あまり当てはまらない・どちらかというと達成していない 

１；まったく当てはまらない・ほとんど達成されていない 

 ③ 全員の評価結果を集計し，項目ごとの平均値を算出する（小数点以下２桁目を四捨五入し，小

数点以下１桁で数値化）。この平均値を次のカッティングポイントに照らして，判定する。 

 

 

 

 

 

 

 ④ 全生徒と全保護者に向けて行うアンケートは，職員の自己評価項目と関連させながら項目を決

３．０以上 ・・・・・・Ａ（概ね良好である） 

２．９～２．５  ・・・・Ｂ（工夫・改善の余地がある。） 

 

２．４～２．１  ・・・・Ｃ（工夫・改善が必要である。） 

２．０以下 ・・・・・・Ｄ（根本的に工夫・改善を図る必要がある。） 
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定し，職員の自己評価同様４段階の数値で評価する。アンケートの結果から項目ごとの平均値を

算出し，職員の自己評価と同じカッティングポイントで判定（Ａ～Ｄ）する。 

⑤ 職員による自己評価をもとに，これに生徒・保護者へのアンケート結果を加えて自己評価書を

作成する。 

 

Ⅱ 前期自己評価結果（自己評価書） 

 

南アルプス市立白根御勅使中学校 平成２９年８月１８日（金）作成 

学校長  大 堀 慎 司 記載者氏名  教頭  数野一郎 

 

1 本年度の学校教育目標 

（１） 校訓 「一生懸命」 ～ 本気で，真剣に，精一杯，心を込めて ～ 

（２） 目指す学校像 

    ①生徒一人ひとりを大切にする生徒 

   ～生徒と教師がしみじみと話すことができる学校～ 

    ②生徒が学力向上を自覚できる学校 

   ～生徒が，わからないところを教師に質問できる学校～ 

    ③教職員の息があっている学校 

   ～教職員が短時間の情報交換をこまめに行う学校～ 

（３） 目指す生徒像 

知を磨く生徒  心を耕す生徒  体を鍛える生徒  故郷を愛する生徒 

（４） 学校教育目標    「志を持ち，道を拓く生徒」 

（５） 五本柱 

知力 ～知識・技能，思考力・判断力・表現力を育てる～ 

       心力 ～たくましく他を思いやるやさしい心，粘り強く取り組む強い心を育てる～ 

       体力 ～たくましく生きる健康な体を育てる～ 

       安全 ～命の大切さを考え，家族や友達に目を向けると同時に，災害に対しても自分で考

えて行動できる生徒を育てる～ 

       信頼 ～生徒を中心にして，学校と家庭，地域，関係機関が連携する～ 

 

２ 職員自己評価集計結果（資料１），保護者アンケート（資料２），生徒アンケート（資料３） 

  平成２９年７月に，学校職員による自己評価と保護者へのアンケート，そして生徒によるアンケ

ートを実施した。その質問項目と集計結果を，資料１～３に示した。 

  本年度は，学校教育目標に変更はなかったが，職員の評価項目の見直しを行った。整理統合でき

る評価項目は整理統合し，本校の課題を改善していくために必要な評価項目を新たに設定した。そ

の結果，昨年度までの３７項目は，３４項目となった。生徒へのアンケートは，昨年度までと同じ

２２項目で実施した。 
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保護者へのアンケートについても，昨年度までは後期のみで実施してきたが，今年度からは前期

も取ることにした。回答率は９７%ととても高く，本校への関心や協力姿勢のあらわれであること

が窺える。今後とも家庭・学校との連携をさらに深いものにしていきたい。 

 

３ 評価と改善策 

（１）全体的な評価と改善策  

職員による自己評価の結果は，全３４項目がＡ判定となった。この数値結果から，良好な本校の 

姿が見てとれると思われる。昨年度の課題であったⅢ学習指導 No17「あなたは，学習が遅れた生徒・ 

進んでいる生徒などへ，個に応じた指導を行っている。」が昨年度より０．４ポイント上昇し，授 

業中での個別指導や学習プリントの工夫，夏休みの補習等で生徒への支援が行われた結果であろう。

また，Ⅳ生徒指導 No２６「生徒は，適切な言葉遣いで先生や友達と会話ができている」の項目に 

ついても昨年度Ｂ判定であったが，０．４ポイント上昇し，学校と家庭が連携した日常の指導や様々 

な行事を通じた生徒の主体的な取組が好結果をもたらしたと考えられる。さらにⅥ学校の特色「生 

徒はすすんであいさつをしている」の項目については，０．６ポイント上昇し，来校者の方々や地 

域からも「御勅使中の生徒はよくあいさつをしていますね」という声が寄せられている。今後，こ 

の結果に甘んじることなく，継続的な取組を続けていきたい。 

一方，№Ⅲ学習指導「あなたは，評価計画に基づいて評価し，その評価結果を指導に生かしてい 

る」は０．１ポイント下がったが，評価計画を見直し適切な結果に基づいた指導を行っていきたい。 

  生徒のアンケートについては，２２項目中２１項目でＡ判定，１項目がＢ判定№18「家庭学習の 

習慣化」という結果が出た。ここ数年この項目だけがＢ判定である。家庭学習の定着に関しては， 

県の施策でも家庭学習のすすめ「学びの甲斐善八か条」を家庭向けに配布したが，２学期以降も８ 

のつく日に，学校においても家庭と連携した取組を更に続けることが必要である。 

全体的には良好な評価となっているが，課題も見いだせる。「気持ちや意見をしっかり言えるか」 

の項目が３．０ポイントである。自分自身への自信のなさが現われた結果だと思われる。２学期に 

開催される学園祭や合唱コンクール等学校行事や諸活動を通して，責任感や達成感・成就感がもて 

るような機会を作り自信をつけさせたい。 

教師の評価では「生徒理解のためにコミュニケーションに努め，誠意をもって接している」とい 

う項目では３．７ポイントであるのに対し，生徒の「担任の先生以外に話をしたり，相談できる先 

生がいますか」という項目では，３．１ポイントと０．６ポイント差がある。多忙化がいっそう進 

む中で，生徒とのコミュニケーションの時間を確保するのは難しいことであるが，授業や部活動・ 

放課後の活動等を通して，生徒たちとのコミュニケーションをより深めたい。 

以上の結果については，職員全体で真摯に受け止め，共通理解を持って改善に努め，２学期以降 

教育活動に生かしていきたい。 
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（２）各項目の評価と改善策 

評価項目Ⅰ 「学校教育目標」に関して 

【自己評価】 

 ２項目ともＡ判定であった。昨年度と比較して，２項目とも向上している。教職員が共通認識の

もと，学校目標をより意識して教育活動にあたっていると考えられる。 

【改善策】 

 全教職員が一枚岩となって共通認識のもと，日々の全ての教育活動を，より一層粘り強く取り組

んでいく。後期の評価でもなお一層努力を積み重ねたい。 

 

評価項目Ⅱ 「学校経営・学校運営」に関して 

【自己評価】 

 ８項目すべてがＡ判定であった。評価の数値が高く，望ましい教育活動が行われていると考える。

特に，No4組織的な教育活動，No6教職員の「報告・連絡・相談・確認」，No7健康や安全に配慮し

た教育・指導の３項目については，３．８ポイントと高い数値である。いろいろな課題や問題を一

人で解決しよとせず，チームとして取り組もうとする姿勢が窺える。 

【改善策】 

 この結果に満足せず，引き続きこれまでの取組を行っていく。全教職員の共通認識・共通理解の

もと，個々での対応でなく組織として，チームとして対応していくことを重要視する。常に「ホウ

レンソウ」を意識し，後期も今回以上の結果が出るように努力を積み重ねる。 

危機管理・安全教育については，２学期後半から新校舎建設工事で，大型重機等工事車両の出入

りがありその安全確認やまた，プレハブ校舎での避難訓練・引き渡し訓練など，安全に対する全教

職員の意識を高め，生徒たちが安全で安心な学校生活が送れるよう取り組んでいきたい。 

 

評価項目Ⅲ 「学習指導」に関して 

【自己評価】 

 ７項目すべてＡ判定となり，昨年度の課題であった No17「個に応じた指導」が昨年度に比べ０．

４ポイント上がり３．３となった。これは昨年度の後期結果の反省から，学習が遅れがちな生徒へ

の支援を，学習プリントの工夫や授業中での机間巡視による個別指導・自主学習ノートの取組が 

徐々にではあるが好結果につながったと思われる。今後も地味な取組を継続していきたい。 

また，下がった項目としてはないものの教師と生徒間での差があるのが，「わかりやすい授業」 

である。教師は３．５ポイントに対し，生徒は３．１ポイントと０．４ポイントの差が生じている。 

生徒側にたった授業展開を考え，「やまなしスタンダード 授業づくり７つの視点」をすべての 

教員が意識し，教材教具の工夫やわかりやすい授業づくりを推進し，教材研究の時間の確保や校内

研究おける授業公開を多く行い，教員の資質向上を図っていきたい。 

上がった項目については，後期評価でさらに粘り強く取り組んでいきたい。 
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【改善策】 

 家庭学習の充実については，２年前から取り組んでいる「自主学習ノート」や各教科における宿

題等の取組が，少しずつではあるが表れてきている。しかし，保護者アンケート及び生徒アンケー

トを見ると，２．９ポイントでＢ判定となっており，家庭学習の定着がやる生徒とやらない生徒の

２極化が更に進んできているように思われる。県の施策でも家庭学習のすすめ「学びの甲斐善八か

条」を家庭向けに配布したが，２学期以降８日・１８日・２８日の「８のつく日」に，家庭のチェ

ックだけでなく，学校においても確認をしていきたい。また，今後は，各教科における宿題の工夫

や家庭学習の定着を目指した「自主学習ノート」の更なる充実した取組を継続していきたい。 

 各教科における基礎・基本の定着と学習意欲を図る授業の工夫にでは，１人一回以上の公開授業

を行い，アクティブラーニングに重点を置いた授業改善を行うことし，教員の資質能力の向上に努

めたい。 

３年生で実施している全国学力学状況調査や２年生での学力把握調査結果を真摯に受け止め，本

校の課題を明確化し，全教職員の共通認識を図り，全教科で取り組んでいきたい。 

 

 

評価項目Ⅳ 「生徒指導」に関して 

【自己評価】 

 １１項目すべてがＡ判定であった。特に昨年度の課題であった「生徒は適切な言葉づかいができ

ているか」という項目では，０．４ポイント上昇している。言葉づかいに関しては，生徒が間違っ

た使い方をした場合や適切でない言い方をした場合に，その場で指導・注意を行っている。そうし

た粘り強い取組が生かされてきたと思われる。生徒用アンケートからも生徒自身が意識して言葉を

使い分けしている様子が窺える。今後も継続した取組を行いたい。 

教師と生徒とのコミュニケーション作りについては，多少の温度差が感じられる。教師アンケー 

トでは，３．７ポイントをマークしているにもかかわらず，生徒用アンケートでは，「担任の先生

に相談できるか ３．１ポイント」「担任以外の先生と相談できるか ３．２ポイント」の項目に

ついては，開きがある。多忙化の中で，より多くの生徒と話をしたり生活記録ノートを活用しなが

ら，さらにコミュニケーションが図られるよう努めたい。 

生徒指導に関しては，全ての学校教育活動の中で，生徒の自発的かつ主体的な成長・発達の過程

を支援していく働きかけが大切である。今後も継続して生徒とのコミュニケーション・信頼関係を

深めより適切な指導にあたりたい。 

新学習指導要領では，あたらしい教科としての道徳が盛り込まれた。道徳授業も発達段階や生徒

の状況に応じた教材を活用し，生徒に考えさせる授業を創っていかなくてはならない。 

 あらゆるアンケート結果から，再度，全教職員の共通理解のもと，本校の目指す生徒像（２）心

を耕す生徒①～⑤の育成を目指し，同一歩調で粘り強く取り組んでいくことが求められている。 
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【改善策】 

 すべての項目でＡ判定となっているので，これまで取り組んできた内容を，いっそう徹底して進

めていく。「生徒指導は生徒理解から」が大原則である。共通理解に基づき，１人で悩みを抱え込

んだり，独りよがりな指導でなく，組織的な取組やチームとしての対応が大切である。「当然わか

っているだろう。できて当たり前だ。」ではなく，「わかっているのかな」「できないかもしれない」

というスタンスに立ち，生徒一人ひとりの個性を大切にして，個に応じた指導を心掛けていく。 

問題が発生した場合には，今後も早期対応・早期解決に努める。ＳＣ（スクールカウンセラー）

や市の教育委員会，外部教育機関とも必要に応じて連携していく。 

いじめに関する項目では，生徒アンケートでは３．８，教師アンケートでも３．７ポイントと高

い結果を示している。いじめについては，生徒会活動の取組においても，いじめゼロを目指し行っ

ている。また，道徳や学級活動はもちろん，教科においても人とのかかわり方を考えさせ，全教育

活動を通じて４にする取り組みが必要である。 

 後期の評価では，すべての項目で高い数値になるよう取り組んでいく。 

 

評価項目Ⅴ 「家庭・地域との連携」に関して 

【自己評価】 

 ３項目すべてにおいてＡ判定となった。昨年度よりも２項目上昇している。各家庭と担任や学校

との連携が，上手に図られている成果だと捉えることが出来る。今後も学級・学年・学校・生徒会

だよりや保健室・図書室からのたよりの発行を通して，学校の様子を発信していきたい。また，学

校ＨＰの更新など，教育活動を広く保護者・地域に情報発信していきたい。さらに，緊急メールを

必要に応じて適切に活用していき，早期対応ができるよう努めたい。 

【改善策】 

 学校と保護者や地域との連携については，学校教育活動の様子を直接見ていただくことにより，

図られると思われる。できる限り学校開放日を設け，保護者や地域住民に来校していただき，授業

の様子や生徒の活動の様子など意見を聞く機会を設けたい。また，学校から発信している「たより」

についても行事連絡だけでなく，できる限り生徒の活動場面を取り入れたものにしたい。また，学

校からの発信ばかりではなく，保護者や地域の声なども聴き，２学期以降そうした声も届けられる

ような試みも考えたい。地域からの学校に対する声は，色々な声がある。できるだけ全教職員で共

有し，誠意ある対応を心がけたい。 

 ホームページの更新については，担当に大きな負担にならない範囲で，できるだけ更新していき

情報発信に努めたい。 
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評価項目Ⅵ 「学校の特色」に関して 

【自己評価】 

 ３項目すべてにおいてＡ判定となった。一昨年昨年の結果と同じであり，学校の取り組みが定着

しつつあると思われる。部活動においても多くの部や個人種目でも県大会に出場し，関東大会へと

勝ち進んだ部・個人もいる。新築校工事という制限された環境の中で，３年生を中心に「チーム御

勅使」として，取り組んだ成果である。生徒アンケートにおいても３．６ポイントと高評価であっ

た。保護者アンケートにおいても，生徒の頑張りが認められている結果につながった。 

 あいさつについては，教師・生徒・保護者のアンケートからも分かるとおり，高評価を得ること

が出来た。生徒も意識したあいさつを心掛け，学校内だけでなく地域の人や来校する方々に気持ち

の良いあいさつを交わしている。学校の特色として根づくことを目指したい。 

 

【改善策】 

 全体的に良好な評価となっているので，これに甘んずることなく，今後もこれまでの取り組みを

継続させていく。 

 学校行事を増やして欲しいという保護者・生徒からの要望があったが，学校行事を実施すること

の意義や目的・内容や方法等しっかりと検討する必要がある。ただ単に生徒が楽しく過ごせるから

ということでは，教育的意義が見当たらない。来年度以降の課題としたい。 

 「紅タイム」の取組については，朝の１０分間読書が定着している。今後も丁寧な指導を継続し

ていきたい。 

 「あいさつ」については，生徒会の活動方針の中にも取り上げており，自然な「あいさつ」が気

持ちよく，すすんでできるよう今後も指導を積み重ねていきたい。 
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４ 学校関係者評価 

Ⅰ 第１回学校関係者評価委員会 

実施日：平成２９年９月２日（金）午後６時００分～８時００分 

会 場：白根御勅使中学校 校長室 

参加者：学校関係者評価委員… 秋山 契（委員長）   岡 貞善（副委員長） 

                 浅野博正（ＰＴＡ会長） 佐藤未来（ＰＴＡ副会長） 

中澤裕子（ＰＴＡ副会長）山崎 健（ＰＴＡ副会長） 

学校職員……………… 校長：大堀慎司  教頭：数野一郎  教務主任：望月昭栄 

 

１ 学校側から提案された内容 

（１） 白根御勅使中学校 学校関係者評価委員会会則について 

（２） 学校評価の目的について 

（３） 学校評価の方法について. 

（４） 前期自己評価及び生徒アンケートの結果について 

 

２ 協議された主な内容 

（１） 自己評価結果についての全体評価 

（２） 自己評価結果より課題となる項目について 

（３） 生徒アンケート結果と課題となる項目について 

（４） その他 

 

Ⅱ 平成２９年度 南アルプス市立白根御勅使中学校学校関係者評価書 （写） 

                                平成２９年９月４日（月） 

学校関係者評価委員作成 

１ 全体評価 

  職員による自己評価の結果は，全３４項目がＡ判定となった。この数値結果から，良好な本校の 

姿が見てとれると思われる。昨年度の課題であったⅢ学習指導 No17「あなたは，学習が遅れた生徒・ 

進んでいる生徒などへ，個に応じた指導を行っている。」が昨年度より０．４ポイント上昇し，授 

業中での個別指導や学習プリントの工夫，夏休みの補習等で生徒への支援が行われた結果であろう。

また，Ⅳ生徒指導 No２６「生徒は，適切な言葉遣いで先生や友達と会話ができている」の項目に 

ついても昨年度Ｂ判定であったが，０．４ポイント上昇し，学校と家庭が連携した日常の指導や様々 

な行事を通じた生徒の主体的な取組が好結果をもたらしたと考えられる。さらにⅥ学校の特色「生 

徒はすすんであいさつをしている」の項目については，０．６ポイント上昇し，来校者の方々や地 

域からも「御勅使中の生徒はよくあいさつをしていますね」という声が寄せられている。今後，こ 

の結果に甘んじることなく，継続的な取組を続けていきたい。 

一方，№Ⅲ学習指導「あなたは，評価計画に基づいて評価し，その評価結果を指導に生かしてい 

る」は０．１ポイント下がったが，評価計画を見直し適切な結果に基づいた指導を行っていきたい。 

  生徒のアンケートについては，２２項目中２１項目でＡ判定，１項目がＢ判定№18「家庭学習の 

習慣化」という結果が出た。ここ数年この項目だけがＢ判定である。家庭学習の定着に関しては， 
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県の施策でも家庭学習のすすめ「学びの甲斐善八か条」を家庭向けに配布したが，２学期以降も 

 ８のつく日に，学校においても家庭と連携した取組を更に続けることが必要である。 

全体的には良好な評価となっているが，課題も見いだせる。「気持ちや意見をしっかり言えるか」 

の項目が３．０ポイントである。自分自身への自信のなさが現われた結果だと思われる。２学期に 

開催される学園祭や合唱コンクール等学校行事や諸活動を通して，責任感や達成感・成就感が持て 

るような機会を作り自信をつけさせたい。 

教師の評価では「生徒理解のためにコミュニケーションに努め，誠意をもって接している」とい 

う項目では３．７ポイントであるのに対し，生徒の「担任の先生以外に話をしたり，相談できる先 

生がいますか」という項目では，３．１ポイントと０．６ポイント差がある。多忙化がいっそう進 

む中で，生徒とのコミュニケーションの時間を確保するのは難しいことであるが，授業や部活動・ 

放課後の活動等を通して，生徒たちとのコミュニケーションをより深めたい。 

以上の結果については，職員全体で真摯に受け止め，共通理解を持って改善に努め，２学期以降 

教育活動に生かしていきたい。 

 

２ 話し合われたこと，意見等 

  昨年度まで後期のみ実施していた保護者アンケートを，今年度から前期も実施したことは，保護 

 者の学校に対する考えを知る上，いいことだと思う。しかも，提出率が９７％と高いということは， 

 それだけ学校に対する関心や期待する表れである。その期待に学校は応えて欲しい。 

全体的な評価結果がＡが多く，しかも昨年度の後期アンケート結果と比べ全ての項目がアップし 

 ていることは，日頃の先生方の地道な取組が成果となって表れたのだろう。引き続き大変だが校長 

を中心に，一枚岩となって指導や支援をして欲しい。 

好結果の中で，「家庭学習の習慣化」という項目だけがＢ判定となった。ここ数年この項目だけ 

がＢ判定であるようだが，学力とも繫がっていくので，学校と家庭が上手に連携していかなくては 

ならない。学校の取組だけでなく，家庭にもさらに協力を呼びかけ，家庭学習が定着するよう取組 

んでいく必要がある。 

家庭学習の時間が少ない裏には，携帯電話を使用する時間が関係してくる。携帯電話に関するア 

 ンケート結果を見ると，携帯電話の所持率も年々上昇し，一年生からすでの多くの生徒が持ってい 

るようである。使用時間も長い生徒だと３時間以上も使用している。各家庭での使用ルールづくり 

も欠かせないだろう。ただ，携帯電話のインターネット機能を使えば，瞬時にして調べ学習に生か 

すことができる。今後，このような学習面での有効な活用方法を考えれば，それを使った時間が家 

庭学習時間に反映されるのではないだろうか。これからの課題である。また，家庭学習の時間に塾 

に行っている時間が含まれていない。相当数の生徒が塾へ行っているようである。この辺の扱い方 

によっても数値が変わってくるのではないだろうか。後期アンケートには塾へ通っている生徒や塾 

での学習時間，家庭教師について教わっている時間等を調べるのも生徒の実態把握ができるのでは 

ないか。アンケートの検討をして欲しい。 

生徒と先生方の信頼関係づくりに関しては，授業は欠かせない。教える側のプロとして，面白い 

 授業・楽しい授業づくりに努めて欲しい。何かと多忙化の中で教材作りは大変だと思うが，よろし 

くお願いしたい。 

  いじめについても，いじめがゼロになるよう，特にいじめが不登校につながらないよう今後も早 

 期発見・早期解決に向けて取り組んで欲しい。また，不登校になっている生徒もいるようだが，学 

校や家庭だけでなく，様々な関係機関とつながり，少しでも改善できるよう努めて欲しい。 
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学校の特色として，あいさつが取り上げてあるが，御勅使中生徒のあいさつは本当に素晴らしい。 

地域にいると，挨拶をしてくれるのがよくわかる。これが伝統になるようさらに取り組んで欲しい。

また，問題行動を起こす生徒が少なく，良い状態にある。プルハブ校舎での環境の中で生徒はよく

頑張っている。このままの状況がさらにいい方向に進むよう一丸となって頑張って欲しい。 

  前期評価はとてもいい結果がでた。後期はこの結果を生かし，さらに取り組んでいって欲しい。 

また，今後も保護者や地域との連携をさらに深めるとともに，明るく元気で活力のある学校を管理 

職を中心に創っていって欲しい。 

 

 

 

記載責任者 

            南アルプス市立白根御勅使中学校 学校関係者評価委員会委員長  

秋 山    契   ○印 

 

 

※学校関係者評価書原本は，別に添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


