別紙様式１

令和２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
な
学
力

基礎・基本の定
着・向上を図り，
活用する力を育
成する。

①基礎・基本の
定着を図るた
め，授業改善を
推進する。

自己評価
ｆ 評価項目・指標

・研究授業及び研究協議会を通して全教
科の授業力向上に努める。
○授業がよくわかるという生徒
・標準学力調査の正答率40％未満の生 アンケートの肯定的評価
徒への個別指導を月に２回以上取り組
○月２回の個別指導実施
む。

○自主学習ノートの取組が定
②学習意欲を高 ・定期試験前に，各教科から学習内容を
着した生徒の割合
めるため，学習 示して自主学習ノートに取り組ませ，家庭
○自主学習に取り組んで成果
習慣を身に付け での学習習慣の定着を図る。
を感じるという生徒アンケート
る。
の肯定的評価

①生徒理解に努
め，生徒支援委
員会を充実させ
る。
豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体

ｅ 目標達成のための方策

・いじめアンケートの実施後に，個人面談
週間を実施して生徒理解に努める。
・ＳＣと連携し教育相談の体制や取組を
充実させる。

○学期１回のアンケートと個別
面談実施
○週１回の生徒支援委員会実
施

・協働的な学び合いの場を仕組むなど，
積極的生徒指導 ②思いやりの心 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の生
の推進と心身の を育む道徳教育 ・複数の教員で授業をするなど，指導方 徒アンケートの肯定的回答
健康の増進を図 を充実させる。 法の工夫を図る。
る。

・保健体育科の授業や部活動，学校行事
③心身の健康を において運動に親しむ態度を育成し体力
維持するため， の向上を推進する。
体力つくりや食 ・「自分で作るお弁当の日」の取組を通し
育を推進する。 て食に対する関心を高め，感謝の心を育
む。

○「新体力テスト」総合評価AB
の生徒の割合
○「自分で作るお弁当の日」に
係る感謝の心についてのアン
ケートの肯定的回答

・大和３部会で園小中の連携を図り，12年 ○各部会のつけたい力につい
①園・小・中連携 間を見通してつけたい力を部会で共有
ての生徒アンケートの肯定的
を充実させる。 し，つけたい力の定着に取り組む。
評価
信
頼
さ
地域・保護者と
れ
連携を深める。
る
学
校

②地域に貢献す
る体験活動や自
治活動を推進す
る。

・自分たちが生活しているふるさと大和町
○年３回地域貢献活動の実施
における地域貢献活動に取り組む。
・地域からのボランティアの要請に対し， ○生徒会からボランティア参
加の呼びかけ実施
生徒会から参加を呼びかける。

③業務改善を行 ・分掌等の会議を精選する。
い，働き方改革 ・部活動休養日を計画，実施する。
を進める。

○時間外勤務が月45時間以
内の職員の割合（年平均）
○週２日の部活動休養日の実
施

校番（ ３０ ）

学校名 三原市立大和中学校

10月
2月
ｇ
ｉ
ｈ
ｈ
目標値
達成度
達成値 達成値

80%

88%

90.7%

100%

67%

43.0%

80%

80%

77.3%

80%

72%

75.6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

78%

96%

100%

90%

81%

78.5%

2項目
平均

2項目
平均

70%
100%

99%

ｋ
結果と課題の分析

n
改善方策

C

・生徒アンケート「授業はよくわかります」の肯定
的評価は全教科平均90.7%。研究授業・研究協
議会12回実施。
・月２回の個別指導実施率は年平均43%。４月・
５月臨時休業，８月夏季休業を除き，６月７月に
昨年度標準学力調査の正答率40%未満の生徒
への個別指導を放課後月２回以上実施。９月は
夏季休業中の課題未提出者を対象として実施。
10月以降は日課・下校時刻の変更等で時間を
確保できず未実施。

・研究授業・研究協議会を継続し，加え
て「授業見合おう週間」での教職員の学
びを授業改善に生かす。
・個別指導の時間確保，生徒の課題・
ニーズに応じた内容と方法を検討し，
学力向上を図る。

3

Ｂ

・生徒アンケート「毎日の家庭学習(自主ノートな
ど)に取り組んでいます」の肯定的評価77.3%，生
徒アンケート「家庭学習(自主ノートなど)の成果
を感じます」の肯定的評価75.6%。
・小テストに向けて自主ノートの内容を工夫して
家庭学習をする生徒の姿が見られた。定着の
割合と成果を実感する割合がほぼ同じで，未定
着の生徒への対策が必要。

・教科担当が，次の定期試験までに取
り組むとよい内容・学習方法を示すこと
で家庭学習に係る指導を行い，授業と
家庭学習の接続を図る。
・授業と家庭学習の接続，定期試験に
向けた家庭学習指導によって，より成
果を実感できるようにし，家庭学習の定
着を図る。

3

A

・いじめアンケートとそれに係る個人面談を４回
実施（6月9月12月2月）。課題については管理職
と連携し，生徒指導主事を中心としていじめ防
止委員会等で組織的に取り組んだ。
・生徒支援委員会を概ね毎週，年32回（１月末
現在）実施し，SCからの助言を取組に生かし
た。SCによる全生徒対象の面談を計画的に実
施するなど，多角的な生徒理解に努めている。

・今後もいじめアンケートや観察等に基
づき，全員に個人面談を実施し，実態
把握と早期解決に努める。
・今後も委員会を時間割に位置づけ，
情報共有，協議の場をもつことで，全教
職員での情報共有に努める。引き続き
SCと連携し，教育相談体制を充実させ
る。

3

Ｂ

・生徒アンケートの肯定的評価は，「自分にはよ
いところがある」75%（年度当初）→79%（12月），
「自分の良さがまわりの人から認められている」
69%（当初）→78%（12月）。
・全ての道徳科授業で対話や交流の場を仕組
み，協働的な学びを進めている。
・複数教職員での授業つくりや，生徒実態に応
じた指導法の工夫（考え議論する仕組みなど）を
行い，主体的な学びにつなげている。

・学び合いの質を高めていけるよう，生
徒実態に応じて考え議論する仕組みつ
くりの工夫改善を進める。授業者が替
わっても生徒が主体的に進められる基
本スタイルを確立・共有する。
・これまで積み上げてきた取組の中で
無理なく続けられるものを精選し，今後
も多様な指導方法を取り入れた授業を
行う。

3

Ｂ

・総合評価ABの生徒75.9%。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
2年生女子20ｍシャトルラン，3年生20ｍシャトル
ランといった走種目や瞬発系に課題がある。
・全種目（全項目）で全国平均以上を達成できて
おらず，自己の体力をどのように向上させていく
か課題意識を持たせることが必要。
・「自分で作るお弁当の日」を10/19に実施。「作
る苦労や楽しさを体験することで，感謝の心を
持つことができた。」に対する肯定的評価
89.4％。

・体育の授業の導入において，走種目
や瞬発系を強化するサーキットトレーニ
ングを実施する。
・新体力テストの結果を，授業や部活
動，学校行事の取組に生かしていく。
・当日までに関心を高める取組を行う
（教科で扱う，図書の整備等）。また，自
分のレベルに応じた目標を設定できる
よう，段階的な目標を提示することで達
成感を得やすくする。

3

B

確かな学力部会
・授業では，理由をつけて発表・説明しています…81％
・家庭学習を行っています…１年（60分以上）54％，２
年(80分以上）23％，３年（90分以上）30%，全体41％
豊かな心部会
・あいさつは，相手を見てしています…93％
・あいさつは，その場に応じた声でしています…96％
・あいさつは，相手に応じて立ち止まってしています…
78 %
健やかな体部会
・23時までに寝ています…75％

・各部会の今年度の取組のまとめを，
次年度の園小中共通の取組に生か
す。
・家庭学習の定着について，小学校と
連携して取り組む。

3

A

・大和支所，地元事業所と農家，JA等と連携し，
総合的な学習の時間に地域貢献の取組を実施
（1年白ネギPR給食・キャラクター考案，2年地元
特産物使用商品販売，事業所への花寄贈，3年
こども園・小学校での清掃活動）
・町内ボランティア募集の仕組みについて社会
福祉協議会と連携し，生徒会執行部から全生徒
に情報提供とボランティア呼びかけを実施。

・生徒が主体的に地域につながってい
けるよう，情報収集や関係機関(大和支
所・社会福祉協議会等)との連携を進め
る。
・校内外のボランティア情報を適宜生徒
会に伝え，日頃から関心を持たせ，地
域に目を向けさせながら，社会に貢献
できる生徒の育成を目指す。

3

A

・時間外勤務45時間以内の職員の割合(10ヶ月
平均) 67.9%。
・臨時休業日を除く期間において，平日１日(水
曜日)と，土日いずれかを学校全体の部活動休
養日に設定し，すべての部活動で100%実施。

・日課，下校時刻を変更し，時間外勤務
の軽減を具体化する。
・教頭と働き方改革担当者が，各教職
員に時間外勤務の月途中と月集計の
状況を伝え，業務の効率化を促す。
・部活動休養日を学校全体で設定し，
見通しをもって顧問と連携する。

3

89.4%

80.5% 77.3%
6項目
平均

6項目
平均

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

70%

67.9%

95%

100%

100%

97%

100%

109%

l 評価

ｊ
評価

75.9%
-

80%

87%

学校関係者評価

改善方策

【ｊ：自己評価 評価】
Ａ：１００≦（目標達成）
B：８０≦（ほぼ達成）＜１００
Ｃ：６０≦（もう少し）＜８０ Ｄ：（できていない）＜６０

イ

ロ

ハ

m
コメント
・生徒が落ち着いて学習
に取り組んでいる。
・授業理解度の肯定的
評価が高いのは先生の
指導の成果だと思う。
・ICTを工夫し，コミュニ
ケーション能力，自己表
現の力を付けてほしい。
・意見を出し合える活発
な授業が年々定着して
いる。
・班活動，教え合いきめ
細かく指導している。自
ら学ぶ生徒を育成してほ
しい。
・コロナ禍で難しかった
個別指導の時間を，次
年度は確保してほしい。

・一人一人大切に面談を
して生徒の実態把握に
努めている。
・例年自己肯定感の低さ
が課題であったが，次第
に肯定的評価が上がっ
てきている。生徒は校内
でよく挨拶をしてくれてい
る。取組が生徒の自信
につながっていると思
う。
・お弁当の日のアンケー
ト結果から保護者への
感謝の気持ちがわか
る。今後も取組を工夫し
ていってほしい。この取
組に対して保護者がど
のように捉えているか把
握すると改善に生かすこ
とができる。

・小中とも家庭での学習
習慣定着を大切にし，自
ら学習する姿勢を身に
付けさせてほしい。
・帰宅後23時就寝まで忙
しく，学習時間を確保す
るのが難しい生徒もいる
のではないか。学校で時
間の使い方を指導して
いくとよい。
・小中連携でめざす力を
明確にして取り組んでい
る。
・地域に学ぶ学習は自
己肯定感の育成に直結
しており，自分を知る機
会になると思う。
・地域を大切にする学習
は大切。発達段階に応
じて進めていくとよい。
・タブレットPCを試験等
に活用することで，生徒
の回答の理解度，課題
が瞬時に把握でき，職員
の働き方改革にもつな
がると思う。

【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。

