
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）

学校全体で予習・復習
（宿題）の質と量を高め
る取組
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Ⓐ家庭学習・意識調査（年2回）
Ⓑ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

Ⓐ小集団や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、活気ある授
業を行う。
Ⓑ各教科での授業シート（数
学単元テスト等）を積極的に
活用する。
Ⓒ授業を工夫し、評価をもと
にした改善サイクルを図る。

Ⓐ各担当主導の校内研の実
施。
Ⓑ全国及び県の学力調査の
分析及び授業改善をすすめ
る。
Ⓒ香北の授業スタンダード
の実践と検証・改善を行う。

Ⓐ小集団を使い授業に、高め合う場面が
設定されている。
Ⓑ各教科でシートを活用した。
Ⓑ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）
Ⓒ生徒アンケートでの肯定的評価90％
以上にする。

Ⓐ家庭学習・意識調査（年2回）
Ⓑ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

平成27年度　　　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
力

・学力についての目標は、本来の
達成目標を決め評価するものとし
たい。
・学力向上の指定校として、各教諭
はそれぞれ努力している姿は見ら
れるが学校としてのまとまりに欠け
るようで、その成果が表れなかった
のは残念である。
・13回の校内研で教育事務所等か
らの指導はどう生かされたか。
・学校評価アンケートで「授業が分
かる」の肯定的評価が低いことに
ついてその対策を教員のなかで具
体的に話し合い実践できていただ
ろうか。TTの授業、教育機器の活
用があまり機能していないのでは
ないか。

①学力調査の正答率を各
教科で全国平均に、県平
均を＋5ポイントを超える。
（各設問で全国平均より-
5Pの問題20％以内、県比
較15％以内）

②保護者の学校評価で「授
業が分かる・授業の工夫を
している」の肯定的評価が
60%を超える。（58→60)
③思考や表現の場面を授
業中に必ず取り入れる。生
徒による学校評価アンケー
ト（授業が分かる９０％以
上）
④家庭学習等を殆どしない
生徒を0人にする。

各指定事業を積極的
に取り入れ、指導主
事等に授業を参観し
ていただく。その都
度、授業の質をチェッ
クし学力向上につな
げる。インクルーシブ
教育システムを目指
し、全体の層を上げ
る。生まれ年比較で
全国（県）との差を前
年度より平均正答率
を常に3ポイント上げ
る。

主　　な　　取　　組　　内　　容 学校関係者評価書達成状況 改善方策取組内容の評価指標
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Ⓐ年間１３回の学力向上にかかわる校内研を実施
し、東部教育事務所等からの指導を仰ぐことができ
た。
Ⓑ教科によってばらつきがあるが、経年変化で正
答率をみると下降気味であった。
Ⓒ授業スタンダードの型が定着し、授業の流れを
定型化させることができた。

Ⓐ電子黒板やプロジェクター、タブレットを使用しての授
業を行い、協働的な学びを実施できた。
Ⓑ各教科で適宜シートを活用した。
Ⓑ評定３未満の生徒の割合は、平均１２．４％だった。
Ⓒ学校評価アンケートにおいて生徒の「授業が分かる」肯
定的評価は76.9％にとどまった。
Ⓒ保護者の学校評価で「授業が分かる・授業の工夫をし
ている」の肯定的評価が64%だった。

Ⓐ学校評価アンケートで「家庭学習ができている」
と回答した生徒の割合は７６％だった。
Ⓑ予習・復習と関連した課題を設定することができ
た。

Ⓐ各担当主導の校内研の実施がで
きた。（年間１２回以上）
ⒷⒸ県版学力調査で県平均を５ポイ
ント上回る

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。

①小中連携のもと、情報の交換や生徒の交流を図る。（ユニバー
サルデザイン：以下ＵＤプロジェクト研修など）
①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。
①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。また、ケース会・支援会では、本校担当のSCやSSWに
も参加を依頼し、専門的な見地からのサポートをもらう。
①ＵＤ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。
②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。

①月1回の定例の連絡会、発表会に向けての随時の連
絡会、小中合同研修等実施することができた。
①こども会議提案のあいさつ運動では、月1回小学生とと
もに参加することができた。
①特別支援部会を中心にケース会や支援会を持つこと
ができ、個別の支援を進めることができた。
①生徒指導やSCやSSWが参加して、ケース会、支援会を
実施することができた。
②キャリアアンケートで「人の役に立ちたい」という設問に
肯定的評価をした生徒は８５％だった。

①小中の情報交換と課題の共有のための連
絡会を実施する。
①児童生徒の交流の機会を持った。
①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）を実施し
た。
①ケース会・支援会等には、生徒指導、ＳＣや
ＳＳＷが参加して実施した。
①ＵＤのある授業研究を年間３回以上行った。
②人のために貢献したいと感じる生徒を育て
る。（ｷｬﾘｱｱﾝｹｰﾄ80%以上）

③PC、スマホやTVの視聴時間が長
い生徒が多いので、家庭との連携を
深めて協力を仰ぐとともに、生徒会活
動ともタイアップしキャンペーンを張
り、視聴時間の短縮に努める。
④食育の観点を入れた弁当作りを行
い、自分たちで味わう。

①体育の授業は男女合同、TTで行う。授業評価を生か
し、具体的に授業を改善する。
②体育の授業で新体力テストの内容を、準備運動に取り
入れる。
③生活習慣の確立（就寝時間・食事）
③保護者に対して生活習慣に対する意識を高める。
③ＴＶやスマホ・ＰＣに費やす時間を学習や他の活動に充
てる。
④家庭科の学習や給食指導をとおして、食に対しての意
識を高める。

①アンケートで体育が好きな生徒が90％以
上にする。
②新体力テストのD及びE評定の生徒の割合
を男女共に25％以下にする。
③朝食を食べる割合が100％になる。
③ＴＶやスマホ・ＰＣに費やす時間が1日
２時間以内の生徒の割合を７０％以上にす
る。
④給食時に献立に関するコメントを放送す
る。
④栄養バランスを考え、弁当を自分でつく
る。

①アンケートで体育の好きな生徒の割合は、男子９０％、女子７
８％だった。
②新体力テストの総合評価がD、Eの生徒の割合は8％（2名）だっ
た。
②全国体力・運動能力、運動習慣調査において総合評価におい
て、男子+0.8P、女子+1.56P全国を上回ることができた。
③朝食を食べる割合は、97％であった。
③ＴＶやスマホ・ＰＣに費やす時間が1日２時間以内の生徒の割合
は、54％であった。
④給食時に献立に関するコメントを放送できた。
④コツコツ青春講座等ヘルスメイトや栄養教諭の支援を受けなが
ら調理実習は行うことができたが、弁当づくりは、実施できなかっ
た。

①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。休日参観日を実
施する。
②参観日や行事への参加率50％以上を
目指す。
③学級通信等に家庭学習を啓発する内
容を掲載する。
④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Ｐ
ＴＡ広報、ＨＰ随時更新）ができた。

人間関係づくりスキル
を授業に取り入れ生
徒理解や生徒同士が
関わり合う機会を意
図的に増やし、「いじ
め」を生みださない学
校づくりをすすめる。

①毎日の出欠状況の把握
と登校に向けての早めの
取り組みが重要となる。10
名中6名を登校できるよう
取り組みを進める。
②Ｑ－Ｕ調査で要支援群
の生徒を０にする。(5→0)
③意識調査で、人間関係
や目標意識の項目が昨年
を上回るとともにキャリア教
育を意識した活動ができ
る。

①出欠状況を共有し、ケース会や相談活動等早期
の対応を充実させる。
②Q-Uを年度6月と12月に実施し、学校生活満足群
を増やし自尊感情を高める。
③総合的な学習の時間の年間計画の見直しと作
成
③保・小・中・高の18年間を見据えた発展性、系統
性のあるキャリア教育の推進
③各教科との連携を図る
③キャリア教育評価アンケートの実施・分析

①２０日以上の欠席の生徒は１２名と増えた
が、その中には、立ち直り始めた生徒もおり、
今後は減少の傾向にある。
②Q-Uにおける要支援群の生徒数は、１年０
→０、２年５→２、３年１→０へと減少させるこ
とができた。
③自尊感情に関する肯定的評価の割合は
72％と目標に達していない。前回調査と横ば
い状態であった。

①20日以上欠席の生徒を5名以下
にする。
②Ｑ-Ｕにおける要支援群を3名以下
にする。
③キャリアアンケート・自尊感情に関
するアンケートで肯定的評価80％以
上にする。

学校関
係者評
価

Ⓑ県版学力調査の分析を早急に
行い、各教科で手立てをする。

Ⓒ授業方法の改善を行い次回ア
ンケートでは「授業が分かる」答
える生徒の割合を９０％以上にす
る。

Ⓐアンケートで回答した７６％の
生徒の量を増加し、また、質を高
める。家庭学習に特化した、強化
期間を設ける。

短期経営目標

①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）
②学年懇談会の実施、日常の家庭訪問、アンケー
ト等の実施。
③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。
④家庭への情報発信（たより、学校HP、携帯サイ
ト）の充実。

①現在の取り組みの継続と新た
な不登校の出現を減少させるた
め、コミュニケーション育成するた
めのプログラムを開発、実践す
る。
③キャリア教育の計画を見直し、
課題解決に向けて最後まで取り
組むよう計画を修正する。

基本的な生活習慣を
確立をめざす。

・20日以上欠席した生徒が増えたのは
残念である。不登校に関して個々に
よっていろんな条件が違うが、具体的
な対策を早期に立てる必要がある。
・転校して来た生徒は学年によっては
元気で登校し学級になじんでいる姿が
見られる。

○本年度は、ユニバーサルデザ
インの2ndステージを研究し、推
進した。次年度は、引き続きこれ
らの取り組みを行い、スタンダー
ドとしたい。
○小中連携、児童生徒交流も引
き続き行っていきたい。

・小学校の連携が良く出来、成果につ
ながっている。
・あいさつが身についている。
・キャリア教育が徐々に浸透していると
思う。
・集団作りで交流学級との交流はどの
ようになったか、あまり見えなかった。
・研究発表での評価も良かったようで
ある。

①②参観日やPTA行事等への参
加を呼び掛けることをなど、本年
度の取り組みを引き続き行う。

・体育が好きな生徒、新体力テストの
結果など、目標を達成できている。
・食に関する目標は小学校との連携も
あり、生徒達の関心が深く実施できて
いる。
・パソコン・TV・スマホ等の視聴は時代
の流れもあり難しいが、生徒会、学級
内での話し合い、保護者との協力体制
を更に深めたらどうか。立場が違う講
師導入で生徒に考える機会を持たせ
るのはどうだろう。
・たよりはよく出されている。
・たよりのマンネリ化が感じられる面も
あり、一工夫欲しい。
・たよりで教員だけでなく校長の考え方
を具体的に知ってもらい保護者等の理
解を更に深めたらどうか。
・地域の関係を学校がどう評価してい
るかも知りたい。
・保護者に情報発信が十分でないとき
があった。

①授業でかかわりを持たせる
プログラムも積極的に入れ、体
育が好きな生徒の割合を90％
以上にする。(81→90)
②新体力テストのD及びE評定
の生徒の割合を男女共に25％
以下にする。(33→25）
③生徒自身が規則正しい生活
が出来るようにする。（朝食を
毎日食べる割合100%）
④食育に関するアンケートで
肯定的評価が８０％を超える。

①学年世話人・地区委員と
の連携が図れている。
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。

生徒が人間性豊かに
成長するための条件
整備を共に行い、お
互いが成長しあう関
係を築く。

①各学年PTA行事を行うことができた。行事での休
日参観日は実施できたが、授業参観は実施できな
かった。
②学年懇談会を実施することができた。授業参観
では、20％前後、運動会や資源回収では70％前後
の参加・参観があった。
③各学級で自主学習の紹介など折に触れて掲載
することができた。
④学校便りを始めとするお便りを定期的に発行す
ることができた。ホームページは随時更新できた。


