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４ 前期自己評価書 
南アルプス市立白根御勅使中学校 平成２６年８月１８日（月）作成 

学校長  花 輪 昭 彦 記載者氏名  教頭  浅利 司 

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～ 

 

 

Ⅰ 全体評価 

 本校では、教師が行う評価の項目を 37項目、生徒が行う評価の項目を 22項目に精選して、昨年度

で３年が経過した。年度による変化や前期から後期への変化を、容易に比較・考察できる利点がある

ため、４年目となる本年度も同じ項目で自己評価を進めることとした。 

 教師による前期自己評価を集計したところ、Ａ判定が 33 項目、Ｂ判定が４項目、Ｃ判定はなし、

という結果になった。この数字からは、概ね良好な本校の姿がとらえられるものと考える。昨年度の

前期と比較すると、Ａ判定が２項目減り、その分Ｂ判定が２項目増えている。直近の評価である昨年

度後期と比較すると、Ａ判定が１項目増加しＢ判定が１項目減少している。全体的な比較では、昨年

度の前期にはやや及ばず、昨年度の後期よりは向上しているということになる。 

 一方、生徒側の評価から見た場合、質問 22 項目のうち、20 項目がＡ判定となっている。Ｂ判定と
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なったのは、「毎日の家庭学習ができているか」と「担任の先生以外に話をしたり、相談できる先生が

いるか」いう２つの項目であった。これらを昨年度後期の評価と比較した場合、１項目がＢ判定から

Ａ判定へと好転している。一つひとつの項目で見ても、前期との比較で 16 項目、後期との比較で 13

項目に数値の向上が見られた。逆に数値が低下したのは、前期との比較で１項目、後期との比較で２

項目であった。このことから、生徒側からの評価も、概ね良好な結果が得られたとしてよいであろう。

ちなみに、生徒側からの評価の方が、教師の評価よりも全体的に高い傾向が見られる。 

 教師の評価でＢ判定となっている４項目は、№24（生徒の身なり）、25（生徒の言葉遣い）、29（清

掃活動）、37（挨拶）で、いずれも生徒指導的な内容に関する項目であった。これらの項目は、昨年

度、一昨年度もＢ判定、もしくはＡ判定でも非常に低い数値になっており、本校にとっては継続的な

課題であると言えそうである。他校の評価でも、改善が必要とされる項目になっていることが多いこ

とから考えると、根の深い課題であり、劇的な改善は難しいかもしれない。地道で継続的な取組を行

っていき、少しずつでも改善を積み重ねていく覚悟で取組んでいきたい。 

 教師の評価でＡ判定とされた中で特に数値が高かったのは、生徒への安全指導・安全教育に関する

項目と職務上の連絡・報告・相談に関わる項目であった。どちらも学校経営上、非常に重要な要素と

考えるので、今後も高水準が維持できるよう、必要な改善を加えながら取組んでいく。また、本年度

の評価で、生徒理解のため生徒とのコミュニケーションに努めているかという質面への回答が、0.2

ポイント向上したことは、特に好ましい成果として評価したい。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、業務全体を見直し、調整しながら、

丁寧に生徒理解を進めていきたい。そうすることで、教育活動全般に好影響が生まれることが期待で

きるものと考える。 

 以上については、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、今後の教育活動に生

かしていく。 

 

Ⅱ 各項目の評価（教師による自己評価を中心として） 
 

項目Ⅰ 「学校教育目標」に関して  

 ２項目ともＡ判定であった。今後とも学校教育目標を全職員が意識し、生徒の指導に生かしていく

よう共通理解を図っていく。 

自己評価 改善策 

学校経営方針については、一昨年度、具体的に

整理されたことにより教職員の共通理解が図ら

れ、教育目標達成に向けての指導が向上してい

る。昨年度後期の評価と同じ数値であることか

ら、さらに上を目指す努力が必要である。 

 全教職員がこの結果への共通認識を持ち、学校

教育目標達成に向けて、日々のすべての教育活動

に粘り強く取り組んでいく。 

 

項目Ⅱ 「学校経営・学校運営」に関して  

 10 項目中、すべての項目がＡ判定であり、この項目についても全体として望ましい学校経営・学校

運営がされていると考えられる。 

自己評価 改善策 
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 昨年度と同様、すべての項目においてＡ判定で

あった。さらに、昨年度後期の評価と比較すると、

10 項目中の８項目で評価が向上しており、全体と

して教育活動が望ましい方向に進められている

と判断される。 

 ただし、昨年度前期の評価と比較した場合に

は、向上している項目がある一方で、わずかずつ

ではあるが、下がっている項目が４項目見られる

ことから、後期に向けて、これらの項目を中心に、

弱点の克服を進めていく必要がある。 

特に、№６（環境整備）と№12（校内研究）の

項目では、後期と比較しても数値が下がってお

り、今後、力を入れて取組んでいく必要がある。 

・ 新体育館が完成し、教育環境はさらに向上し

た。これらの環境を十分に生かした教育活動がで

きるよう、教育課程や諸行事にさらに工夫を加え

ていく。 

・ 学校全体の環境整備への意識を高めるため、

まずは教職員自身が担当部署の環境整備を行う

よう期間を設定するなどして取組む。 

・ 授業の充実が、学校教育活動全体を向上させ

る基礎となることを全職員で再確認し、校内研究

を中心において、授業の改善に努める。 

 

 

項目Ⅲ「学習指導」に関して  

 ８項目中、全てにおいてＡ判定であった。全体的には概ね良好ととらえてよいと思われる。今後も

生徒一人ひとりが、確かな学力の向上を実感できるような取組みを工夫・継続していく。 

自己評価 改善策 

 昨年度に引き続き、すべての項目でＡ判定とな

った。 

特に、№20 の道徳教育に関する項目では、昨年

度後期との比較で 0.3 ポイントの向上が見られた

ことから、前進が見られたと考える。 

 とは言え、№13 の宿題・家庭学習に関する項目

と№15 の成績の評価に関する項目は、昨年度から

低下する傾向が続いており、課題があると言え

る。№13 の家庭学習については、生徒へのアンケ

ートでもＢ判定がでており、生徒自身も課題と考

えている様子がわかる。№15 の評価については、

生徒へのアンケートでは、昨年度よりも数値が向

上している。 

・ №13 の家庭学習については、昨年度も課題と

され、向上させるための指導を行ってきたところ

である。その結果、生徒へのアンケートからは改

善の傾向が見られたものの、職員の評価では、ま

だ不十分と判断されるので、宿題の出し方の工夫

や、自主学習ノートなどを通じた励ましなどを、

今後もねばり強く継続していく。 

・ №15 の学習の評価については、低下傾向がで

ている原因を探り、数値が向上へ転換できるよう

な取組を考えたい。ただ、生徒のアンケートとの

食い違いがでているので、このあたりの意味する

ものも考察していきたい。 

 

 

項目Ⅳ「生徒指導」に関して  

９項目中６項目がＡ判定、３項目がＢ判定であった。全体で見ると、Ｂ判定はこの「生徒指導」の

項に集中しており、学校全体として、この部分に課題が多いととらえられる。昨年度と比較すると改

善傾向にあるので、さらに生徒理解を深め、職員間で共通理解を持ちながら丁寧な指導に努めていく。 

自己評価 改善策 

 Ｂ判定が３項目あるものの、昨年度後期の評価

と比較すると、半数の４項目で改善が見られた。

逆に評価が低下したものは２項目あった。 

 個別に見ると、Ｂ判定となった№24、25、29

は、昨年度後期でもＢ判定となっていた項目であ

る。№24 の身なりに関する項目と№29 の清掃に

関する項目は、Ｂ判定ながらも数値の改善が認め

・ 生徒指導は一人ひとりの生徒理解が大前提で

あることから、№21 の数値が向上していることを

非常に好ましい傾向ととらえ、今後も生徒と教師

のコミュニケーションが円滑に進められるよう

丁寧に取組んでいく。 

・ 身なりについては、数値の向上が見られるも

のの、まだまだ十分な値とは言えない。実際に日
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られた。しかし、№25 の言葉遣いに関する項目で

は、逆に数値の悪化があった。しかも、教師の 50％

が「２」と回答していることから、最も改善が必

要な課題であるといえる。 

もう一つの評価が低下した項目は、№27 の職員

の組織的対応に関する項目であった。 

№21 の生徒とのコミュニケーションに関する

項目と№29 の清掃に関する項目は、0.2 ポイント

の向上となっており、よく改善が進んだと見られ

る。 

一方、生徒へのアンケートでは、身なり、言葉

遣いに関する質問項目には、昨年度と大きな変化

は見られず、清掃に関する項目ではやや向上して

いる数値が見られた。 

 なお、生徒へのアンケートで、学校が楽しいと

肯定的に答えた生徒数は昨年度よりも増加し、否

定的に答えた生徒数は減少しており、全体的に改

善が進んでいることが伺える。 

常生活の中で、指導する場面も少なくない。職員

の組織的対応に関する項目の数値が低下傾向に

あることもあるので、もう一度、全職員が共通理

解をし、一枚岩となった指導をしていく。また、

生徒自身の手による取組も仕組んでいくことで、

生徒集団として許さないという雰囲気を醸成し

ていく。 

・ 正しい言葉遣いについては、昨年度も課題と

して上がっており、教育活動全体を通して改善に

向けた取組を進めてきたところである。本年度

は、昨年度の取組に加えて、校内研究でも言語活

動をテーマとして取り上げ、教師の指導力を向上

させながら、引き続き改善に向けて努力する。日

頃の会話一つひとつを疎かにせず、その場その場

で丁寧な指導を心がけていく。 

 

 

項目Ⅴ「家庭・地域との連携」に関して  

 ５項目中、全項目が A 判定であった。担任を中心に、各家庭との連絡・情報交換を丁寧に行おうと

する姿勢が反映されたものと考える。今後も、学級・学年・学校だよりの発行や、ホームページの充

実などの情報発信も含めていっそうの努力をし、地域・保護者との連携を図っていく。 

自己評価 改善策 

すべてがＡ判定になっており、各家庭との連

絡・情報交換を丁寧に行おうとする姿勢が評価に

つながっていると思われる。 

しかし、昨年度後期の数値と比較すると２項目

については下がっており、改善が必要な部分もあ

る。 

下がっている２項目は、№31、32 で、ホーム

ページの充実や、案内状などによる教育活動への

参加呼びかけについての項目である。情報発信の

あり方に検討が必要であると考えられる。 

・ 各学級だより、学年だよりに加えて、学校だ

よりも発行するなど、これまでも保護者を中心的

な対象として情報発信を行ってきた。また、学園

祭などの行事においては、地域の回覧板で一般住

民への案内を行うなども行ってきた。 

今後も、たよりの発行を中心にした保護者への

情報発信を行い、必要に応じてメール配信なども

行う。 

・ ホームページについては、更新を行っている

ものの頻度が不足しているため、負担が大きくな

りすぎない範囲で、更新に力を注ぐ。 

 

項目Ⅵ「学校の特色」に関して  

３項目中、２項目がＡ判定、１項目がＢ判定となった。３項目それぞれが異なった変化を見せてお

り、一つひとつ検討し、今後の取組対策を考える必要がある。 

自己評価 改善策 

 昨年度後期の評価同様、№37 の挨拶に関わる項

目がＢ判定となった。 

 一つひとつを見る。№35 の部活動は、昨年度前

期・後期と比べても下がっている。十分な取組が

・ 前期の紅タイムは、１・２年生は読書を中心

に、３年生は朝学習を中心に進めた。どの学年も

落ち着いて時間を使っており、朝の会、１校時へ

と繋がる良い雰囲気作りができた。そのため生徒
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できていない可能性がある。ちなみに生徒へのア

ンケートでは、大きな変化が見られない。 

 №36 の紅タイムは、評価が向上している。また、

３項目の中で最も評価数値が高い。生徒へのアン

ケートでも高評価がでている。 

 №37 の挨拶については、Ｂ判定のうえ、昨年度

前期から数値が下がり続けている。改善策をとる

必要性が高い。生徒へのアンケートでは、変化は

見られない。 

も含めて高評価がでたと考えている。是非、この

ままこの雰囲気を継続させていきたい。 

・ 部活動については、公務出張などと重なり、

十分な時間確保が難しかったことが影響してい

る可能性がある。校務の効率化を図りながら、無

理のない範囲で、できる限り部活動の時間を確保

する。 

・ 挨拶は、生徒会活動の中で重点取組となって

いるので、これを中心にして、再度挨拶の意識を

高める活動を行う。教師自らも進んで挨拶を行う

ように努める。 

 


