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本年度の学校教育目標 

１ 校訓 「一生懸命」 

 

２ 目指す学校像 

 （１）生徒一人ひとりを大切にする学校 

 ～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～ 

 

（１） 全体評価 

本校では、教師が行う評価の項目を 37項目、生徒に行うアンケートの項目を 22項目、保護者に行

うアンケートの項目を 27 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。以下、後期評価・アンケートの結果についてまとめる。 

教師による後期自己評価を集計したところ、Ａ判定が 36 項目、Ｂ判定が１項目、Ｃ判定、Ｄ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。

これを今年度の前期評価と比較すると、３つの項目でＢ判定からＡ判定に向上し、判定が下がった項

目はなかった。昨年度の後期評価と比較しても、４つの項目でＢ判定からＡ判定に向上し、下がった

項目はなかった。昨年度から今年度にかけて、いくつかの課題が改善され、全体として教育活動が向



上していることが伺える結果となった。 

唯一Ｂ判定となっている項目は、№25 の「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。」という項目であった。この項目は、この評価項目に設定して以来Ｂ判定が続いていた項目で、継

続的に課題とされていた。今回は平均値が 2.9 であり、Ｂ判定であるとは言え、これまでで最も高い

数値となっており、確実に改善が進んでいると思われる。 

  生徒へのアンケートでは、前期アンケートと比較して、大きな変化は見られなかった。22項目中で

２項目（№７と№18）にＢ判定があり、これは前期、後期ともに全く同じ項目で同じ平均値であった。

生徒の目で見て、課題と考えられるものは変わっていないようである。ちなみに№７は、「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、№18は、「毎日の家庭学習が習慣に

なっていますか。」という項目である。 

  この二つの項目以外は全てＡ判定であったが、その内容を平均値でみると、№２（「紅タイムは、自

分にプラスになっていますか。」）で、前期よりも 0.2 ポイント下がっており、後期になってから取り

組みに課題が生じている可能性がある。他の項目については、前期と比べて 0.1 ポイント以内の上下

であり、大きな変化はなかったと言えそうである。 

  保護者へのアンケートでは、27 項目中、23 項目がＡ判定、残り４項目がＢ判定という結果になっ

た。保護者へのアンケートは、毎年後期にだけ実施していることから、前年度後期のものと比較して

みると、前年度は 27 項目中 11 項目がＡ判定で、残り 16 項目がＢ判定という結果であったので、一

年間で、12 項目がＢ判定からＡ判定に向上したことになる（Ａになった項目は、№２、４、５、７、

９、10、11、12、16、17、20、26）。また、27 項目すべてにおいて、前年度よりもポイントが向上

（しかもほとんどが 0.2 ポイント以上の向上）しており、保護者は、学校教育が大いに向上している

と感じていることが読み取れる。 

  今年度もＢ判定となった№１、３、23、27については、一昨年度のアンケートでもＢ判定となって

おり、継続的な改善取組にもかかわらず、成果が十分に上がっていない項目であることが伺える。と

はいえ、平均値は少しずつ向上しているので、もうしばらく粘り強い改善取組を続けていく必要があ

ると考えられる。 

  一方、教師の評価、生徒へのアンケート、保護者へのアンケートについて、質問内容が共通する項

目で比較してみると、３者の間での認識に違いがあるものがいくつか見られる。最も大きなずれがあ

るのは、教師評価の項目№24、25、26、29 で、生活の決まりや規範、清掃活動などの生活指導的な

内容に関する部分で、教師側の評価がそれほど高くないのに対して、生徒側の評価は比較的高くなっ

ている。保護者の回答は、その中間的な数値となっている。教師側の方が、より厳しい目で見ている

ことになる。生徒の意識と保護者の意識が大きく違うのは、生徒のアンケート項目№１（みだいタイ

ム）、21（部活動への取組）、№13（家族との会話）で、保護者側の数値がいずれも 0.4ポイント低く

出ている。生徒が考えるほど、保護者は評価していないということが分かる。 

  ３者が共通してＢ判定を付けている項目はないが、生徒と保護者が共にＢ判定としているのは、家

庭学習への取組についてである。両者ともに、それぞれの項目中で最低点（2.8）をつけており、課題

があることが明らかである。全国学力学習状況調査の結果からも同様の内容が読み取れる。来年度へ

向けての大きな課題の一つと言えよう。 

  保護者の方からは、自由記述の項目でいくつかの御意見をいただいている。中には活動内容に対す



る厳しい御意見もあれば、現在の取組に強い賛同を述べていただいた御意見もあった。具体的な提案

をいただいている場合もあった。一つひとつの御意見は、職員全員で共有し、来年度の改善に活かし

ていく。 

  総じて、昨年度に比べ、生徒が授業に対して落ち着いて臨んでいるという実感を多くの教師が抱い

ており、これらの数値は、このことを裏付けるものであると思われる。 

 

（２） 各項目の評価 

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。特に、項目№２の「目標を意識し生徒の指導に生かす」という点で、

評価が 0.2ポイント向上している。今後も引き続き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。 

具体的内容 改善策 

今年度前期、さらに昨年度後期と比較しても、

数値の向上がみられることから、全職員が意識し

て目標の達成に努力したと考える。 

 学校教育目標、目指す生徒像を具現化するた

め、引き続き日々の教育活動に意識して取り組ん

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。 

具体的内容 改善策 

 昨年度及び今年度前期と同様、すべての項目に

おいてＡ判定であった。全ての項目で、前期と比

べて平均値で 0.1 ポイント以内の変化に収まって

おり、大きな変化はなく、概ね良好な状況が続け

られていると判断できる。 

 Ａ判定ではあるが、他よりも若干低い数値が出

ている「校務分掌の適正化」、「危機管理の理解」、

「校内研究の推進」については、さらに改善向け

ての努力が必要な項目であろう 

概ね良好な結果が出ているので、これまでの取

組を継続することを基本とするが、やや低い数値

が出ている「校務分掌の適正化」、「危機管理の理

解」、「校内研究の推進」については、数値の低い

原因を職員会議などで探り、さらなる向上につな

げていく。 

 

 

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。昨年度からの改善も徐々に進んでおり、全体的に概ね良

好である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。 

具体的内容 改善策 

 昨年度の後期評価でＢ判定となっていた№18

の「個に応じた学習への対応」の評価が、Ａ判定

となり、全ての項目で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

・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、引き続き授業の改善に努める。№

14の「わかりやすい授業」の数値が、少しずつで

も向上していくよう努力したい（昨年度後期か



ことから、大きな前進が見られたと考える。 

前期の評価でも課題となっていた№13の「宿題

や家庭学習の指導」については、前期と比較して

の改善が見られない。生徒と保護者へのアンケー

トからも課題と感じている様子が伺えるので、改

善策の見直しを必要としている項目ととらえる。 

 №15の学習の評価については、前期で課題とし

た項目である。今回、わずかではあるが改善が見

られ、昨年度並みにまで数値が回復した。教師の

意識化と落ち着いた学習環境の確立が功を奏し

たと考える。 

年間指導計画の実施についても、昨年度比で

0.2 ポイントの向上があった。こちらも落ち着い

た学習環境の確立で、計画的な学習指導が実現さ

れているものと思われる。 

ら、今年度前期・後期と数値の変化なし）。 

・№20の道徳教育に関しては、大きく改善されて

きたと考えられるので、今年度の取組をこのまま

来年度に引き継いでいく。 

・№13の家庭学習については、改善が進まない項

目であることから、来年度に向けてより効果的な

取組を検討・実施していく必要がある。学年が進

んでからでは効果が得られにくいようなので、特

に１年生時の対策に重点を置き、家庭との連携の

もとで、家庭学習の習慣化に努める。 

・この大項目Ⅲ「学習指導」の各項目には、学習

規律の確立が強く影響すると考えている。この点

では、昨年度からかなりの改善が見られたと感じ

ているので、今後も引き続き重視して取組んでい

く。 

 

項目Ⅳ「生徒指導」に関して  

９項目中８項目がＡ判定、１項目がＢ判定であった。今年度前期及び昨年度後期の評価と比較して、

２項目でＢからＡへの改善が見られた。数値で見てもほとんどすべての項目で向上しており、全評価

の中で最も改善が進んだ項目であるといえよう。この改善傾向を継続できるよう、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。 

具体的内容 改善策 

 今年度前期の評価で、すでに半数の項目で数値

上の改善が見られていたが、今回の評価で、これ

がさらに改善されたことになる。 

 特に著しい向上があったのは、前期評価で課題

となっていた№25の「正しい言葉遣い」に関する

項目であった。一気に 0.4 ポイントの改善が得ら

れた。その場その場での教師の丁寧で粘り強い取

組が成果を上げたものと考える。№24の「正しい

身なり」に関する項目でも 0.3ポイントの改善が

見られ、№29の「清掃活動」に関する項目でも、

0.2 ポイントの改善が見られた。上記３項目につ

いては、生徒・保護者のアンケートでも同様の傾

向が見られたことから、改善は確実に進んでいる

と言えよう。ただし、教師評価の自由記述には、

「まだまだ教師がいないとできない」、「生徒自身

のものになっていない」という指摘があったこと

も忘れないようにしたい。 

 また、前期評価でやや検討の必要性が感じられ

た№27の「職員の共通理解と組織的な対応」につ

いても 0.1ポイントではあるが改善を見た。 

 なお、生徒と保護者へのアンケートで「学校生

活を楽しんでいるか」という項目では、昨年度と

ほぼ同じで、比較的高い数値が出ている（3.4～

3.5ポイント）。 

・多くの項目で改善が見られたことから、改善策

として昨年度から継続的に取組んできた、職員の

共通理解のもとでの粘り強い取組を、今後も慢心

せずに継続していくことが、何よりも大切と考え

ている。一つひとつの具体的な場面を大切にし

て、全職員が同一歩調で声かけや指導をしてい

く。 

・数値的な向上は確かに見られたが、生徒の内な

る変化を伴った活動の結果であるかは、今後さら

に見極めていかなければならない点である。その

ために、生徒とのコミュニケーションを大切に

し、生徒一人ひとりの理解を深めながら指導して

いくようにする。 

 また、生徒会の手による取組も成果を上げてい

る要因の一つと考えられるので、リーダーの育成

と絡めながら活動を積み重ね、これを評価し、生

徒の内面化につなげていく。 

 



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。ホームページの活用など、まだ改善の余地がある点もあるので、

引き続き情報の発信等に努力していく。 

具体的内容 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、№31、32 の「学校からの情報発信」

については、前期と数値に変化がなく、昨年度比

では 0.1～0.2ポイントの低下が見られるので、改

善が必要な項目としてとらえるべきである。 

 

・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、改善に取り組んできた。今後

は、子供たちの学校での姿が見えるような内容を

目指して改善を続けていく。 

・ホームページについては、若干の改善があった

ものの不十分さは否めないので、情報主任を中心

に、より多くの職員の手で更新に努める。 

・一斉メールについては、利用頻度の拡大を検討

する。 

・「保護者の願いに応えること」、「家庭の悩みに

誠意をもって対応すること」については成果があ

がっているので、担任を中心に、引き続き丁寧な

対応を心掛ける。 

 

項目Ⅵ「学校の特色」に関して  

３項目ともにＡ判定となった。昨年度後期と今年度前期では、「あいさつ」に関する項目がＢ判定

となっていたので、改善があったととらえている。しかし、数値的には決して高いとは言えないので、

さらに向上が見られるよう取組んでいく。 

具体的内容 改善策 

 昨年度後期と今年度前期の評価では、№37 の

「あいさつ」に関わる項目がＢ判定であったが、

後期評価ではＡ判定となった。生徒のアンケート

には変化はないが、保護者へのアンケートでは

0.1 ポイントの改善が見られた。このことから緩

やかな改善があったと思われる。 

 「紅タイム」に関しては、昨年度と同じ数値で

あるが、前期と比較すると 0.1ポイント低下して

おり、さらに生徒へのアンケートでも低下が見て

とれる。学年毎の差がある点も注意しなければな

らないが、活動に問題点がないか点検が必要であ

る。 

 部活動に関しては、教師の評価、生徒の意識に

数値上の変化はない。保護者の数値は向上してい

る。ただし、（平均値には出ないが）生徒・保護

者については、回答者による数値の振れ幅が大き

いので、個人によってとらえ方が大きく異なり、

問題を抱えている生徒がいる可能性がある。 

・「あいさつ」は、前期から後期にかけて評価が

改善されたので、生徒会活動を中心として、引き

続き意識の向上を図る運動を展開していく。ま

た、教師自らも進んで挨拶を行うように努める。 

・「紅タイム」については、前期で評価を上げた。

教師の観察でも、明らかに昨年度よりも落ち着い

た取組が行われている。昨年度の反省を生かし、

担任を中心に年度当初から徹底した指導を行っ

てきたことが奏功したと思われる。しかし、後期

評価では、若干の数値低下が見られたので、慣れ

や慢心がないか再点検し、初心に帰って取組を継

続する。 

因果関係は証明できないが、全国学力調査で

は、国語力が他よりも高い傾向にあるので、「紅

タイム」による読書力の向上を今後も大切にした

い。 

・部活動については、個人で悩んでいる場合もあ

るので、一人ひとりの声を聞く機会を設けられる

ようにする。 

 

 


