別紙様式１

平成31年度
ａ 学校教育目標

学び，高め合い，認め合う大和中生
～夢や目標を抱き，地域・社会に貢献する
生徒の育成～

学校評価表

（ 中間 ・ 最終 ）

【ミッション】（自校の使命）社会のために役立とうとする志を持つ生徒の育成

ｂ 経営理念
ミッション・ビジョン

【ビジョン】（自校の将来像）夢を抱き，基礎・基本を身に付け，心豊かで郷土から頼りにされる生徒の通う学校

評価計画
c 中期経営目標 ｄ 短期経営目標

確
か 基礎・基本の定
な 着を図り，活用
学 力を育成する。
力

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体

信
頼
さ
れ
る
学
校

①基礎・基本の
定着を図るた
め，授業改善を
推進する。

②学習意欲を高
めるため，学習
習慣を身に付け
る。

ｅ 目標達成のための方策

○研究授業及び研究協議会を通して全 ○全員の研究授業・協議会・まと
教科の授業力向上に努める。
めの実施
○標準学力調査の通過率40％未満の生 ○週１回の個別指導
徒への個別指導に取り組む。

○生活ノートを活用し，家庭学習の内容，
時間を明らかにして，学習時間の増加を
○家庭学習時間１時間以上
図る。
○自主学習ノート実施
○復習を中心に自主学習ノートに取り組
ませ，家庭での学習習慣の定着を図る。

○いじめアンケート実施後に，個人面談
①生徒理解を進 週間を実施して生徒理解に努める。
めるため，教育 ○ＳＣと連携し教育相談体制や取組を充
相談を充実す
実させる。
る。
生徒理解に努
め，一人一人の
成長を支援する
積極的生徒指導
の実施と心身の
健康の増進を図
る。

②思いやりの心
を育むため，道
徳教育の充実を
図る。

自己評価
ｆ 評価項目・指標

○学期１回のアンケート実施
と個別面談
○週１回の生徒支援委員会を
実施

○協働的な学び合いの場を仕組むなど，
考え，議論する道徳科の授業を進める。 ○自己肯定感についてアンケート
○複数の教員で授業をするなど，指導方 調査実施での肯定的評価
法の工夫を図る。

ｇ
目標値

100%

100%

100%

90%

10月
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ｉ
ｊ
ｈ
ｈ
達成度 評価
達成値 達成値

53.8% 100%

100%

60.0% 69.0%
70.9%
64.3% 72.7%

33.3% 100%
95.7%
48.6% 91.4%

77.0% 85.5% 95.0%

A

Ｃ

B

B

○保健体育科の授業や部活動において
③心身の健康を 体力の向上を推進する。
維持するため， ○運動に親しむ態度を育成する学校行 〇「新体力テスト」における全
体力つくりや食 事を実施する。
種目（項目）で全国平均以上
育を推進する。

90%

75.0% 79.1% 87.9%

B

①園・小・中連携 ○大和３部会で園小中の連携を密に取
り，１２年間を見通した取組を進める。
を充実する。

100%

86.7% 100%

A

〇各部会ごとに成果と課題を
合わせて５点以上あげる

校番（ １０ ）

学校名 三原市立大和中学校

②地域に貢献す ○自分たちが生活しているふるさと大和
体験活動を推進
るため，体験活 町に対して，生徒会を中心とした地域貢
し，地域・保護者
動や生徒会活動 献活動に取り組む。
との連携を深め
を推進する。
る。

○年３回地域貢献活動の実施

100%

・業務改善担当者を位置付ける。
③業務改善を行 ・時間外勤務時間の短縮や部活動休養
い，働き方改革 日を設ける。
を進める。

○週２日の部活動休養日の実
施率

90%

-

100%

100%

100%

97.8% 98.1% 109.0%

A

A

ｋ
結果と課題の分析

n
改善方策

〇全員が実施した研究授業や，２・３学期に実
施した「授業見合おう週間」での他教科の参観
で学んだことを，「研究だより」を通して周知し，
授業改善に生かした。
○毎週学年部で，各学年及び個の課題に応じ
て学習指導をすることができた。

○引き続き計画的に研究授業・校内研
修を実施する。その際，大和中学校の
課題を共通認識としてもち，全教科で
学力向上につなげていく。
○個別指導は，各学年の課題・生徒の
ニーズに応じて内容を考え，継続的に
行う。

○家庭学習1時間以上の生徒69%(1時間以上2
時間未満48%，2時間以上21%)。家庭学習の習
慣化が図られていない生徒が約３割いる。
○継続して自主学習に取り組む生徒72.7%(1年
100%，2年60.5%)。家庭学習の内容・学習方法を
生徒に示す取組で，自主学習ノートの質的向上
につながった。提出率に課題のある生徒にも自
主学習の効果・必要性を実感させるよう取組の
改善が必要。
○各学期に1回ずつ，計3回のいじめアンケート
を実施。各担任が計画的に個別面談を行い，
課題がある生徒については管理職・生徒指導
主事と連携し，組織的に取り組むことができた。
○生徒支援委員会32回，概ね毎週実施でき
た。学年等からの情報をもとに，全体で情報交
換・共有を図ることができた。SCとの連携を取
組に生かすことができた。
〇アンケート項目「自分にはよいところがあると
思う」72%(4月)→77%(9月)→74%（12月）
「道徳科の授業では友達と話し合うなどして自
分の考えを深めたり広げたりしている」80%→
87%→92%で，ＴＴによる授業改善を通して他者と
の関係づくり，自己肯定感の上昇につながった
が，十分ではない。
○48項目中38項目で全国平均を上回った。
○全国平均を下回っていた1年生男子50ｍ走，
2年生女子・３年生男子500走・20ｍシャトルラン
といった走種目に課題がある。
〇全種目（項目）で全国平均以上を達成できな
かったのは，生徒自身に自己の体力をどう向上
させていくか課題意識を持たせる取組が不十分
であったと考える。
○大和３部会の取組を通して，大和中学校とし
て整理した各部会のまとめ
確かな学力部会→中間成果２，課題３
豊かな心部会 →中間成果２，課題４
健やかな体部会→中間成果３，課題２
○10月20日だいわ元気まつりで，１年生が大和
町産の素材による開発商品を販売，吹奏楽部
がステージ出演し，地域に元気を発信した。
○11月１日，１・２年生が白竜湖運動公園周辺
の清掃を実施した。
○11月28日，３年生が大和認定こども園の清
掃・園庭整備を実施した。
○のべ315週(4～2月45週×部活動数7）のう
ち，週2日の部活動休養日を実施した週は309
週で，98.1%の実施率。大会前等に休養日を計
画的に設定できなかった週が，4つの部におい
て1～2週あった。

【ｊ：自己評価 評価】
Ａ：１００≦（目標達成）
Ｃ：６０≦（もう少し）＜８０

学校関係者評価

改善方策

B：８０≦（ほぼ達成）＜１００
Ｄ：（できていない）＜６０

○自主学習の質的向上に向け，教科
担当と連携し，タイムリーな学習内容・
方法の指導を継続する。
○自主学習ノートの提出に課題のある
生徒の実態に応じて，個別指導に取り
組む。

○いじめアンケート・観察等に基づき，
全員に個人面談を実施し，実態の把
握・解決に努める。
○生徒支援委員会を計画的に実施し
ながら，生徒実態に応じて，生徒理解
に努める。SCに助言をもらいながら教
育相談体制を充実させる。

○道徳科の授業において，協働的な学
び合いを仕組み，多面的・多角的な捉
えや多様性が受け入れられるよう，他
者理解が図られる関係づくりを進めて
いく。

l 評価
イ

3

3

ロ

ハ

m
コメント
・生徒がペアなどの小グ
ループで学び合う授業と
なっている。
・家庭学習については，
中学校だけでなく，町内
全体で家庭への働きか
けが必要だと思う。
・昨年度と比べて授業が
替わった。生徒が相互に
教え合い，よく考えてい
る。
・家庭学習の時間が少
ない。引き続き改善して
ほしい。家で学習する習
慣をつけることは必要な
ので，小学校・家庭と連
携して取り組むのがよ
い。

3

3

〇生徒自身に自己の体力の状況を把
握させ，課題意識を持たせる。
○体育の授業の導入において走種目
を強化するサーキットトレーニングを実
施する。
○体力向上を把握するために，課題の
ある種目について計画的に測定をす
る。

3

○今年度の取組についての各部会の
まとめを，次年度の園小中共通の取組
に生かす。

3

○さらに道徳科・学活・総合的な学習
の時間等を通して，感謝・郷土愛・公共
の精神を育成する。

3

○部活動計画に沿って活動し，毎週の
活動日・休養日について校内で事前に
確認する。

3

・授業を通して人間関係
づくりを進めていくことが
大切だと思う。
・道徳の授業改善が生
徒の関係づくりに効果を
あげていると思う。
・自己肯定感を向上させ
る取組ができている。道
徳以外の通常授業を通
しても高めていくとよい。
・体力的課題への取組
を継続して進めてほし
い。

・大和町として地域貢献
できる生徒を育成してい
ると思う。
・先生方は教材研究・授
業準備が大変だと思う。
業務改善できるところは
進めていってほしい。

【ｌ：学校関係者評価 評価】
イ：自己評価は適正である。
ロ：自己評価は適正でない。
ハ：分からない。

