
学力向上のための組織

的な校内研修体制づくり

子どもにわかる授業づく

り（授業づくりスタンダー

ドの活用など）

学校関

係者評

価

・研究主任など各担当を中心と

した研究組織が進んでいる

が、形骸化しないために、研究

体制を見直していく。

・学力調査には、教科の枠を超

え全教員が関わる態勢づくりを

今後も継続していく。

・考えを文章でまとめる力を高

めていくために、全教科で振り

返りの場面を持っていく。

・ユニバーサルデザインによる

授業改善や考える場面を積極

短期経営目標 取組内容の評価指標

A

・研究主任を中心とした研究を進めた。多く

の授業研修や校内研修の機会を持ち、共通

理解の場を持つことが出来た。

・学力調査の分析は、十分行われ授業改善

に生かせた。県から奨励賞を頂いた。

・授業スタンダードの実践にユニバーサルの

視点を入れた実践が進んだ。

・小集団の活用も積極的に行われている。

授業の振り返りを文章でまとめる取り組みに

は、教科によって温度差がある。

・評定3未満が1つでもある生徒は27%だっ

た。

○研究目標に沿った授業が展開、計画に沿っ

た評価がされ、改善策に生かされている。

○調査の分析がされ、授業改善に生かしてい

る。

○香北の授業ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞを取り入れた授業を

全員ができている。

学校名（香美市立香北中学校）      学校教育目標　「自ら進んで学び、考え、行動することの出来る生徒（生きる力）を育てる」

項

目

自己

評価

中・長期経営目標

確

か

な

学

・校内研修などの機会を多く持ち、香北の

授業スタンダードの継承が出来ている教科

が多くみられる。ただ、学年、教科間の温

度差が見られる。

・授業形態を形骸化しない為などの配慮も

あってか、ユニバーサルデザインを取り入

れた教科もあるが、まだ来年度の課題だろ

う。

・授業に取り組む生徒達に中学生らしい活

気が弱く、アンケートで”授業が分かる”と

答えた生徒の％が低いのは残念だ。

①日々の評価や

標準学力テスト

の結果などを効

率的に生かし

て、どの生徒にも

適切な指導がさ

れている。

②教師の授業の

工夫のもと、生徒

が意欲的に関わ

り合い、高まる競

○学ぶ意味・意義を

理解し、関わり合い

の中で、自主的に

学ぶ生徒を育てる。

主　　な　　取　　組　　内　　容

平成２６年度

Ｓ

・

Ａ

・

Ｂ

○授業研の活性化と授業交流

の日常化を図る。

○小グループやICT機器を活用

した、コミュニケーションのある

授業実践を進める。

○授業では、評価をもとにした

○研究主任（各担当）主導の校

内研の実施

○生徒表彰ほか、評価の機会

を増やすとともに競争心を高め

る。

○香北の授業ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞの実践

と検証を行う。

○小集団を使う等、生徒同士の関わりや言語

活動を入れ、高め合う場面が設定されてい

る。

○各教科のシートが活用され、定期テスト等

の評価に反映されている。（評定3未満の生徒

30％以内）

学校関係者評価書達成状況 改善方策

学校全体で予習・復習

（宿題）の質と量を高め

る取組

豊

か

な

心

A

Ｓ

・

Ａ

・

Ｂ

・

・教師と生徒・保護者との個人面談の回数が多

く、話し合いが出来ている。が、”教師に相談し

やすい”の％が低い。本音で話せる信頼関係が

出来ているか、日常の何げない会話から話が

はずむのではないだろうか。

・全体的に落ち着いた雰囲気だが、元気な挨拶

が少なくなった。新しく挨拶運動の方策を考えた

い。

・挨拶については、集会等で継

続して呼びかけていく。また、

部活動でも指導を継続してい

く。

・Q-U調査では、1回目よりも大

きく改善しているものの0人に

することは出来なかった。仲間

づくりを進め、生徒の集団意識

○目標意識を持っ

て、お互いを大切に

しながら高めあい、

汎用性のある社会

人の基礎を固める。

①小中連携して人間関

係づくりをすすめ、相互

評価と高め合いができ

る。

②道徳や人権学習・体

験活動他を通じて規範

意識が向上し、問題行

動が少ない。

③不登校や不登校傾

○　日々のノートや生活日誌指導（言語活動

の充実）を継続して取り組む。

○　忍耐力や精神力を育てる場面も意識し、

行事等を取り組む。

○　キャリア教育を充実させるために、ソー

シャルスキルトレーニングの充実を図る。

○　学年懇談・個別面談・個別指導等を充実さ

・生徒の挨拶はできているかの問いに、98.9%の生

徒はできていると答えているが、保護者、教員共

に85%に達していない。

・梶ヶ森登山では、90%の生徒は難所を選び、登

山に挑戦した。互いの励ましの言葉も多く、体力

に自信のない生徒も逞しい姿で登山に挑戦した。

・Q-U調査での12月調査での要支援群生徒は5名

で0人にすることはできなかった。

・道徳参観日は土曜日に実施し、参加率は50%

○挨拶や礼、話し方などが高い意識を

持って取り組める。（85％以上）

○梶ヶ森登山では、自己の体力に挑戦

し、９０％以上の生徒が難所を選択し達

成する。

○Q-U調査で要支援群生徒を０人にする

とともに、意識調査で社会への貢献など

の意識の高揚が読みとれる。（80％以

的に持つ。

・今後も宿題を出すことは基本

とし、部活動も巻き込んだ徹底

した指導を継続していく。

・自主ノートの紹介を行ってい

く。

・授業の工夫は95%だったが、分かると応え

た生徒は79%だった。

・教科や学級からの細かい指導を継続して

行ってきた。長期休業中の未提出者は10％

未満だった。

・「家庭学習ができているか」の教員アン

ケートの肯定的回答は75%程度だった。

・自主ノートのサンプル（掲示物）を小学校６

年生に示し、入学への準備にしてもらった。

学

力

答えた生徒の％が低いのは残念だ。

・いわゆる学力が充分についてない生徒に

対する具体的な対策を望む。個に応じた家

庭学習の工夫も大切ではないだろうか。

り合い、高まる競

争をしあってい

る。

③目標意識を高

く持ち、家庭学習

にも努力を重ね

ている。

Ｂ

・

Ｃ
○家庭学習・意識調査（年２回）

で確認する。

○予習・授業・復習のサイクル

（黄金サイクル）が見える授業づ

くりを進める。

○チエック表の活用及び検証を

行う。

○授業では、評価をもとにした

改善サイクルを図る。

30％以内）

○生徒の評価で「授業が分かる・授業の工夫

をしている」と応える生徒が共に90％を超え

る。

○日常の宿題の指導を継続して行い、長期休

業中の未提出者を10%以内にする。

○中1なかまづくり合宿や各学級で学習の方

法を徹底するとともに家庭の協力と理解を図

りながら取り組んでいる。（教員アンケート90%

以上)

○宿題の出し方について小学校との連携が

取れている。

心

・

Ｃ

健

や

か

な

体

B

Ｓ

・

Ａ

・

Ｂ

・

Ｃ

保

護
Ｓ

○生徒が人間性豊

かに成長するため

・学P行事等を実施することができた。また、参観

日を土曜日に実施した。

・保護者の協力のもと、多くの教育活動を行うこと

①体力と運動能力が

全国平均に向上して

いる。

②日常生活を見なお

し、健康や安全を意

識して、良い生活習

慣が定着している。

①学年世話人・地区

委員との連携が図れ

ている。

い。

・便りやＨＰなど、多くの方法で

情報を発信していく。また、保

護者との連絡を密にしながら

・部活動でまとまって早朝マラソンに頑張ってき

た。

・生徒会を中心として、生徒達が自分達のことと

しての啓発活動が頼もしい。計画が実践できる

ような、教師の影の後押しを更に期待する。

・だらける雰囲気を持つ学年に対して、授業の

中などでの体力向上の為の一層の工夫がほし

い。

・学校からの情報発信は、よく行われている。

・適時に情報が欲しい。

・アンケートでも、保護者が学校に対して不満を

○　保護者の参加率を高めるための、保護者が企画、運

営する行事の設定。（学Ｐ行事…父親との交流など）

○　学年懇談会の実施、日常の家庭訪問、アンケート等

づくりを進め、生徒の集団意識

を高めていく。

○将来設計の基礎

である体力向上と

安全教育、また、そ

のための、生活習

慣のきちんと確立さ

れた生徒を育てる。

③不登校や不登校傾

向、人間関係を築きにく

い生徒も含めて、お互

いが思いやって共存で

きる集団となっている。

○　学年懇談・個別面談・個別指導等を充実さ

せ、情報の共有を図る。

・道徳参観日は土曜日に実施し、参加率は50%

だった。

の意識の高揚が読みとれる。（80％以

上）

○道徳参観日を実施し、参加率40％以

上にする。

・体育の授業や部活動を充実

させ、生徒の意欲を高めてい

く。

・生活リズムを付けるために、

生徒会活動でも啓発を行い、

生徒の意識を高めていく。

○ 部活動では、早朝、継続的にランニングや運動を実施

する。

○ 日々の授業や部活動の中で、体力・運動能力向上に

向けて、仲間と共に心を通わせながら体を動かす取り組

みを取り入れる。

○ 各種調査の実施、分析をして、公表と啓発に努める。

○ 生徒会活動でも食や生活リズム、安全面などの啓発

に努める。

○ 救急法や救助の方法などを通して貢献できる社会人

としての心構えや技術を身につける。

○ 年３回以上の避難訓練、６回以上の安全教育プログラ

ムを使った授業を行い防災意識を高める。

○文化系部活も含め、早朝マラソンを実施し

ている。

○アンケートで体育が好きな生徒を90％以上

にする。

○新体力テストのＤ及びＥ評価の生徒を男女

とも25％以下にする。

○専門部活動で食など生活習慣に係る啓発

を行うことができる。

○朝食を食べる割合を100％にする。

○防災意識を高める取り組みを行い、危機を

想定した社会に貢献できる教育ができてい

る。（避難救急訓練後のアンケート80％以上）

・文化系部活を含め早朝マラソンを実施できた。

・体育の授業が楽しいと答えた生徒は、81%だっ

た。

・新体力テスト（2年）でD,Eの生徒は全体で17%

だったが、内男子は33%だった。

・生徒会専門部で生活習慣に係る調査（啓発）を

行うことが出来た。

・朝食を食べる割合は、96%だった。（3年全国調

査)

・避難訓練後のｱﾝｹｰﾄは2月に実施。生徒のｱﾝ

ｹｰﾄで先生や学校に力を入れて欲しいことに「安

全対策」を1/4近くの生徒が選び、意識の高まりを

感じた。

○学Ｐ行事など、保護者との交流の機会をも

持つことができたか。休日参観日が実施でき

たか。護

者

地

域

と

の

連

携

B

Ｓ

・

Ａ

・

Ｂ

・

Ｃ

特

別

支

援

教

育

A

Ｓ

・

Ａ

・

Ｂ

・

Ｃ

の条件整備を共に

行い、お互いが成

長しあう関係を築

く。

・保護者の協力のもと、多くの教育活動を行うこと

ができた。

・毎月の学校便りや各週金曜日に発行する学年

便り等で情報を発信することができた。

・積極的な情報発信についての保護者の意見

は、昨年度より-16Pと大幅に減少している。

・家庭学習への呼びかけは行っているものの、一

部充実した学習ができていない生徒がいる。

ている。

②保護者の意識改

革と交流が深まって

いる。

③家庭学習の充実

に保護者や地域も協

力的である。

・継続的に講師を招き、事例研

を通した研修を充実させ、個別

の支援でのスキルを向上させ

る。

・教員間で日常的に生徒理解

の共有を図る。

・小中連携の指導が出来ている。

・生徒の個の特徴を生かし、伸ばす指導がみら

れる。更に尽力してほしい。

・生徒どうしで支援が必要な生徒・不登校の生

徒への関わり合いが出来、その気持ち、仲間意

識が嬉しい。難しいが、不登校の生徒を減らす

方策をますます工夫してほしい。

護者との連絡を密にしながら

教育活動をすすめる。

・アンケートでも、保護者が学校に対して不満を

持っていることがうかがわれる。管理職を中心と

して学校側から更に心を開いて理解を深める働

きがけを望む。

・生徒が地域の行事へよく参加し、高齢者など

に喜ばれている。

○　学年懇談会の実施、日常の家庭訪問、アンケート等

の実施。

○　家庭への情報発信（たより、学校HP、携帯サイト）の

充実。

　　学校だよりは月１回、学年だよりは毎週金曜日発行、

学校HPは随時、携帯サイトはたより情報や緊急連絡など

を週１回更新

○　家庭での学習チェックほか、協力の要請をしながら啓

発を図る。

○特別支援教育の

理念を理解し、生徒

間の交流を増やし、

お互いを尊重し合

える集団作りと、将

来の社会生活にも

生かせる、行動化

できる生徒を育て

る。

①特別支援教育の

専門性を共有し、個

に応じた的確な教育

がなされている。

②日常生活を見なお

し、生活の中に見ら

れる矛盾や不合理を

なくしていこうとする

意欲が育つ。

○小中連携のもと、情報の交換や生徒の交流を図る。（キャリア

講演会など）

○　各種の障害に関する理解と対処方法などの研修を深め、共

通理解を図り取り組みを進める。

○　職員会では、生徒理解の内容を必ず入れ、職員間の共通理

解を図る。その際、本校担当のSCやSSWにも可能な限り参加し

てもらい、専門的な見地からのサポートをもらう。

○　ユニバーサルデザインのある授業を研究し、できるだけ障害

を感じない授業を研究する。

○　ボランティアの精神を学び、貢献できる社会人としての心構

えや技術を身につける。

・年3回の連絡協議会を中心に進捗状況を確認した。

11月には、中学校を会場とした発表会を持つことが

できた。

・小中合同の人権コンサートを行うことができた。

・校内研修に講師を招聘し、事例をとおした研修を持

つことができた。

・SCやSSWにも職員会や特別支援部会に参加しても

らい、助言を頂いた。

・ユニバーサルデザインのある授業は第2ステージ

（個別対応）の段階を行っている。

・地域活動に参加している生徒は77%（昨年度64%）

だった。

○小中の情報交換と課題の共有が図れたか。

○児童生徒の交流の機会を持つことができた

か。

○特別支援教育に焦点をあて、ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｻﾞｰを招聘した校内研修（事例研究）が実施でき

たか。

○職員会には生徒指導を必ず入れ、ＳＣやＳＳ

Ｗに参加してもらったか。

○ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝのある授業の研究はすすん

だか。

○人のために貢献したいと感じる生徒を育てるこ

とができたか。（ｷｬﾘｱｱﾝｹｰﾄ80%以上）

たか。

○保護者の理解・協力のもと教育活動が進め

られたか。

○家庭や地域に情報発信（毎週の学年通信、

毎月の学校だより、学期に１回のＰＴＡ広報、

ＨＰ、携帯サイト）が抜かりなくできたか。

○たよりや面談を通して家庭学習の充実を図

ることができたか。（各学級での自己評価）

る。

だった。とができたか。（ｷｬﾘｱｱﾝｹｰﾄ80%以上）


