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本年度の学校教育目標

1 校訓  「一生懸命」

3つの基本 ①積み重ね つみ重ねてもまた つみかさね

②継続は力なり

③マナーを守る

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,内容項目を37項 目に精選をして,本年で 3年目を迎える。年度における変化や前期・

後期での変化を比較しながら,成果が生かされ,ま た課題が改善されているかを検証するため,昨年

同様の内容項目での自己評価を行つた。

自己評価では,すべての項目が肯定的意見と考えられるA判定または B判定との結果であつた。

また,B判定であった項目が内容項目番号は変わつたものの 2項目であつたことは,昨年と同様な結



果であつた。

具体的には,昨年B判定であった項目29「本校は,清掃時の指導分担が適切になされ,十分な清掃

活動ができている」は,0.1ポイン ト上がりA判定になつた。逆に内容項 目24「生徒は,決められた

身なりで学校生活を送っている。」は昨年度 3.3の A判定であつたものが,今年度は 2.9の B判定とな

つている。また,内容項目 25「生徒は,正 しい言葉遣いで先生や友達と会話ができている。」は昨年

に引き続きB判定ではあったが,0.3ポイン トの増加がみられている。

今回の自己評価結果は全体としてはおおむね良い結果ととらえられるが,「評価 2」 がつけられてい

る内容項目が 12項 目 (昨年度は 13項目)あ ることを真摯にとらえ「評価 3」 へ,さ らに「評価 4」

になるような努力をしていきたい。

生徒アンケー トでは,全 22項 目中 19項 目がA判定であり,B判定が 3項 目であつた。これは昨年

の結果のB判定が 1項目であつたことから,2項目増加 して一昨年と同様な結果となった。

昨年度A判定から,今年度 B判定になった項目は,項 目5「担任の先生にいろいろなことを相談で

きますか。」,項 目6「担任の先生以外に話をしたり,相談先生がいますか。」の 2項 目で,それぞれ

0.2ポイン トの減少であつた。この 2項 目は一昨年も同様にB判定であり,微妙なところでA判定・

B判定を行つたり来たりしていると考える。また,昨年同様 B判定であったのは項目 18「毎 日の家庭

学習が,習慣になっていますか。」であつた。

また,自 己評価と生徒アンケー トの比較においては,自 己評価m24「生徒は,決められた身なりで

学校生活を送っている」と生徒アンケー トヽ 15「きちんとした服装や頭髪で学校生活を送っている」,

自己評価m25「生徒は,正 しい言葉遣いで先生や友達と会話ができている」と生徒アンケー トNO.16「正

しい言葉遣いで,友だちや先生と会話をしていますか。」は,自 己評価が B判定に対して,生徒アン

ケー トはA判定になっている。今後とも,生徒が気づいていないところを丁寧に粘 り強く指導してい

く必要がある。

この評価結果を全教職員がしっかり共通認識 し,今後の改善に取り組んでいく。



Ⅱ 各項目の評価

2項 目ともA判定であつた。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

よう共通理解を図つていく。

項目I 「学校教育目標」に関して

墜 董 笙 _______一
一 一 一 一 一 一 ― 一 一 一

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。

自己評価

学校経営方針については昨年度,具体的に整理

されたことによつて,教職員の共通理解が図りや

すくなつている。このことにより,教育目標達成

に向けての指導がわかりやすくなつたため,評価

1及び 2の教職員は 0であつた。

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。

項目Ⅱ 「学校経営 。学校運営」に関して

撃 董 本 _______一
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

。 今年度,体育館の改築工事が始まり学校行事

や学年行事,授業及び部活動などあらゆる場

面で工夫し,知恵を出し合い,ま た他の施設

への協力もいただきながら教育活動を進めて

いる。今後とも安全点検・環境設備の向上と

ともに,「施設・設備を大切に使つていく」と

い う意識を生徒・教職員ともに高めていく。

・ 県の指定の「初任者研修授業研修実習校」の

取 り組みや校内研究会を通して,一人ひとり

が 「教科のプロ」とい う意識を向上させてい

く。

自己評価

昨年度と同様,すべての項目において A判定で

あった。特に,項 目4の 「情報セキユリティにつ

いての意識」,項 目5「職務上の報告 。連絡 。相

談 。確認」についての意識は高く,評価平均も 3.7

と非常に高くなつている。これは,教職員一人ひ

とりの,学校運営への参画意識や分掌への責任の

表れであると考える。

また,校舎内外の環境整備,安全教育,危機管

理などについても,継続 した意識の向上に努めて

いきたい。

8項 目中,全てにおいてA判定であつた。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り組みを工夫・継続していく。

Ⅲ「学習指導」に関して

・宿題や家庭学習の指導は行つているものの,生

徒の意識がまだ高まつていない現実が見られ

ることが課題である。学習意欲は「確かな学力」

の重要な要素であるとともに,それを支えるも

のが学習習慣であると考えると,地道な家庭学

習への指導の必要性がある。自主学習ノー トヘ

の取 り組みや 日々の予定や生活の様子を書く

個人ノー トヘの学習への啓発 と励ましの言葉

を継続しながら,粘 り強い指導を続けていく。

今年度も昨年同様,すべての項目において A判

定となった。

ただ,自 己評価における項目 13「 あなたは,宿

題や家庭学習に対する指導を行つている」がA判

定であつたが,生徒アンケー トの項目 18「毎日の

家庭学習が,習慣になつていますか。」について

はB判定となつている。これらの意識の違いにつ

いては,今後の課題と考える。



Ⅳ 「生徒指導」に関して

9項 目中, 7項 目がA判定,2項 目が B判定であった。全体としては,概ね良好ととらえて良いと

思われる。規範意識,最後まであきらめない粘 り強い心を生徒指導を通して育み,良好な人間関係の

構築を図ること, 自己決定の場を意識的に設けること, 自己肯定感の向上を図ることに努めていく。

自己評価

内容項目25「生徒は,正 しい言葉遣いで先生や

友達と会話ができますか」は,昨年同様にB判定

であつたが,昨年よりは評価平均は 0.3ポイント

上昇している。また,昨年はB判定であった内容

項目29「本校は,清掃時の指導分担が適切になさ

れ,十分な清掃活動ができている」はA判定とな

つた。逆に,内容項目24「生徒は,決められた身

なりで学校生活を送っている」について,今年度

B判定となってしまったことは課題である。

一方,項 目 No22「生徒は,学校を楽しんでい

る」と生徒アンケー ト項目 No10「学校は楽 しい

ですか」のいずれもA判定であるが,生徒アンケ

ー トで評価 2・ 評価 1をつけている生徒もいるこ

とを真摯に受け止め,今後とも,心の居場所とし

ての安心で楽しい学校を目指 していく。

・正 しい言葉遣いについては,言語活動の充実と

ともに,教育活動全体を通 して指導をしてい

く。適切でない言葉が発せ られた時は,その都

度言い直しをさせる,まず教師が正しい言葉遣

いの手本 となるよう留意するなど,粘 り強く指

導する。また,紅タイムで行っている「読書活

動」についても糸区続 して取 り組み,本を通して

豊かな語彙を身につけ,表現力の向上に努めて

いきたい。

・決められた身なりについては,集団生活はルー

ルの上に成 り立っていることを理解 させると

ともに,さ わやかな身なりや しつかりとした言

葉遣いは,自 分自身を映し出す鏡であることを

丁寧に繰 り返 し指導して行きたい。

V「地域 との連携」に関して

5項目中,全項目がA判定である。学級 。学年 。学校だよりの発行やホームページの充実への努力 ,

各家庭や保護者との関わりなど,学校の教育活動についての情報発信と説明責任を果たしていくとと

もに,地域・保護者からの協力を得ながら連携を図つていく。

地域 との連携については,地域へ出かけての古

紙回収や学園祭への案内について区長会長を通

じてそれぞれの地域へ配布 している。また,保護

者に対しては,学校通信,学年 。学級通信などで

教育活動の様子をお知らせ しているなど,今後も

継続をしていく。一方,学校ホームページ更新に

ついてはまだ課題が残つている。

・各種たよりの発行や学園祭へのお誘いなど必要

に応 じて回覧板で地元地区の全家庭への情報

提供など,これからも継続的な取組に努める。

・学校ホームページについては更新に課題があ

る。今年度は体育館改築など変化の多い年なの

で,状況の変化があるごとに。お便 りだけでな

く,ホームページでもお知らせをしていく。

Ⅵ 「学校の特色」に関して

昨年度同様, 3項 目全てにおいてA判定となり,良好な結果となつた。

3項 目ともA判定ではあったが,いずれも評価

平均は 3.1前後である。これはいずれも評価 4が

少なく,項 目36「紅タイムは充実した時間となっ

ている」,項 目37「生徒はすすんであいさつをし

ている」は評価 2も あることが課題であると考え

る。

。あいさつについては,生徒会活動の柱にもなっ

ており,生徒を中心として気持ちの良いあいさ

つが自然 とできるような取 り組みをさせてい

く。

・紅タイムについては,読書・合唱 。百人一首な

どを通して,生徒の豊かな心の育成を図り,ま
た落ち着いた朝のスター トが切れるよう,一層

の充実に努めていく


