
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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学校名（香美市立大栃中学校）     学校教育目標　「 主体的に考え、主体的に行動できる生徒の育成　」

①体験的な学びを通
して「自分を愛し、人
を愛し、地域を愛す
ることができる生徒」
の育成。
②社会的自立・職業
的自立につながる各
教科の学習と体験的
な学びによる学力の
向上。

福祉教育・体験学習
を基盤とし「郷土を愛
し、未来を拓く香美っ
子」を育成する。

特別支援学級に在籍
する生徒への支援、
取り組みと、通常学
級に在籍する個別の
支援、配慮を要する
生徒に対する取り組
みを組織で行う。

①当該生徒の成長、課題
把握の組織的共有と成長
支援と課題解決。
②ＱＵ分析等を活用した温
かい学級づくり、仲間づくり
の推進。
③時系列シートを活用し、
当該生徒および個別の支
援を要する生徒の進路実
現、社会的自立に向けた取
り組みを行う。

生徒たちの地域や家庭における日頃の様子や、学校の評価指標に対する
達成状況をみても基本的な生活習慣及び体力面は安心できます。
　更なる心身の育成には、部活動の充実が効果的である思いますので、専
門性や指導力向上など、改善方策の実践に期待します。

これまでに行われてきた取り組みは、小規模校ならではの極めて素晴らし
い活動を行っており、生徒たちの豊かな心を育んでいる大きな要因である
と思います。
　評価指標の平均値が達成できていないことは大きな問題とは考えており
ませんが、キャリア教育やプランニング能力といった目的や趣意が生徒た
ちの中で十分に理解されていないのではないでしょうか。
　これまでの素晴らしい地域交流活動において、キャリア教育であることの
意識付けと課題等を与えることで、自己理解や解決能力および将来志向
が芽生えるのではないかと思います。

➀キャリア教育アンケート全校
平均３．０
②キャリアプランニング能力の
全校平均２．９
③学校評価アンケート「学校は
家庭に情報提供に努めている
か」肯定群８３％
④スクールメール配信
⑤保小中合同講演会の実施
⑥地域支援本部の設立
⑦ホームページ立上げ
※四国山の日賞受賞

生徒たちの日頃の様子や態度も落ち着いており、関係各位の迅速かつ細
やかな対応や支援制度の有効活用がなされていると思います。
　生徒たちの不安定な心身の変化を正確に把握することは容易ではありま
せんが、引き続き支援体制の維持をお願いします。

短期経営目標

①生徒が勤労の尊さや意義を理解し、奉仕の
精神を持って公共の福祉と社会の発展に努め
る意識や態度を培うことができるよう体験的な
学びを工夫、充実させる。
②各種行事や教育活動の中で、生徒の「自己
の役割を実行する力、自己改善する力、自己
の生き方を考えることができる力」を引き出す
実践を行う。
③地域支援本部及び保小中の連携により、地
域ぐるみ教育をさらに前進させる。

➀道徳参観日の実施及び充実。
②校内研を通じた指導力向上。
③自尊感情を育むための組織的な
実践。（人間関係づくり等）
④高知商業生徒会と連携し、表現
力の向上を図る。
⑤生徒会活動の充実。
⑥年度始めに第１回目のアンケー
トを実施し、分析、具体的な実践を
確認し、改善を図っていく。→ゴー
ルイメージを明確にする。

生涯教育、生涯ｽﾎﾟｰ
ﾂの観点から運動習
慣の定着、体力向上
の意識化を図る。

➀ユニバーサルデザインに基づい
た指導・支援の研究および実践。
②校内研修の充実
③物部支援会の効果的な実施に
よる実践の共有化。
④ＳＣ及びＳＳＷとの効果的・定期
的・継続的な連携。
⑤研修で学び、確認した内容を組
織的に全教職員が実践していく。
⑥「個別の支援シート」の活用。
⑦ＴＴの効果的な支援を探る。

➀地域支援本部との連携による
「よってたかってすすめる教育」の
実践。
②保小中合同講演会の実施
③スクールメールのさらなる活用を
図る。
④参観日の充実を図る。（内容等）
⑤学校通信・学年通信の内容の充
実及び定期的な配布。
⑥ホームページの充実による情報
提供及び啓発。

➀道徳参観日の実施
②生徒アンケート「道徳の授業
は好きだ」肯定群５６．７％「道
徳の授業は将来ためになる」肯
定群７６．７％
③市意識実態調査「自尊感情」
平均７４％（肯定の割合）
④ＱＵ分析（６月→１１月）
満足群１１名→１５名
不満足群８名→６名
※わくドキ→ 教育長賞
※いじめ防止サミット実行委員
※図書利用・貸出数アップ

・道徳の時間の生徒授業評価
「道徳の授業は好きである」生徒
＝全体の50%
・道徳の時間の生徒授業評価
「道徳の授業は将来役に立つ」と
思う生徒＝全体の60%
・香美市学力向上に関わる生徒
意識実態調査「自尊感情」＝90%
・QU分析＝学級満足群全校生徒
の75%
・「学校が楽しい」肯定的回答90%
以上。

学校関
係者評

価
➀大栃の授業スタンダードを定着
させ、発表する機会を作ると同時
に質の向上を図る。また、授業の
終わりには必ず「振り返り」を仕組
み、定期的な授業評価アンケート
の実施により見とり、改善を重ねて
いく。質のさらなる向上。

➀全教員による授業研究の実施
及び協議の充実。
②講師招聘研修による質の向上。
③「授業スタンダード」の教員・生
徒・保護者の共有及び定期的な振
り返りを行う。④定期的・効果的な
アンケートの実施

➀家庭との連携を図るため、情報
提供や啓発を効果的に行う。
②「学ぶ眼」「家庭生活７カ条」のさ
らなる改善と効果的な活用を図る。
③休業中の課題や日常の課題の
徹底した提出指導。

Ｂ

➀部活動の充実を図るため、定期
的な部会の実施。
②顧問会やキャプテン会を定期的
に行う。
③体育的行事のさらなる充実を図
る。
④複数教員の指導による指導の
充実。
⑤食育教育の計画的・効果的な実
践及び行事の実施。

教職員の大幅な異動もあってか、学校全体の教育体制や指導方針の確立
に費やされた１年であったと思います。
参観した授業では、先生も教材を工夫するなど進め方を試行錯誤されてい
る様子が伺えましたが、生徒が戸惑っている、または集中力が切れてい
る、と感じる場面がありました。
評価指標に対する達成状況をみても「授業がわかる」肯定群の目標は達
成できておらず、また保護者アンケートでは、今後さらに解りやすい授業と
教職員の資質・指導力向上を望む意見が多いです。
こうしたことから、改善方策として示されている授業スタンダードを着実に実
践し、先生と生徒が相互に言葉を交わしながら、わかりやすい授業を共に
作り上げていくことが必要であると思います。
加えて、家庭での学習時間向上のためには、保護者にも家庭生活７カ条に
協力してもらうよう積極的に依頼することも大事だと思います。

#VALUE!#VALUE!

生徒たちの思いやる心や協調性・協力意識は高く、社会道徳に対する関心
の高さは何気ない言動や行動からも容易に感じることができます。
　これは、学校・家庭・地域の関係各位が温かく見守り、指導してきた賜物
であると思います。
　更に豊かな心を育むためには、リーダーシップ等積極性や失敗を恐れな
い強い心を養う必要があると思います。
　これは、自意識実態調査の自尊感情の値が裏付けており、謙遜心もある
と思いますが、自分に自信が無いことが理由にあるのではないでしょうか。
自意識向上のためには、生徒同士が互いに認め合い褒め合うことができ
る関係を築くことも重要と考えます。

・ｷｬﾘｱ教育ｱﾝｹｰﾄ12項目（自校
実施）の全校年度末平均が3．3
以上
・ｷｬﾘｱ教育ｱﾝｹｰﾄ項目（自校実
施）のｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ能力⑩の全
校年度末平均が3．3以上
・学校評価項目「地域・保護者と
の連携」＝評価S

➀生徒アンケート「家庭学習の
時間６０分以上３３％「家で予
習、復習をする」肯定群５５％
③家庭訪問による「家庭生活７
カ条」の配布
④授業の終わりに家庭ですべ
きことを書かし、説明する。

・学校評価で評価「Ａ」
・全教員による授業研の実施100
パーセント

Ｂ

➀「大栃の授業スタンダード」の
確立及び実践
②生徒版「授業スタンダード」の
作成及び配布、掲示
③全教員による授業研の実施
１００％④実践の共有化
⑤授業評価アンケートの実施

➀生徒アンケート「授業が分か
る」肯定群８３％
②授業評価（授業評価システ
ム）平均４ポイント、「考える時
間・活動の時間がある」平均４．
４ポイント
③アンケート結果の活用
④協議の視点の明確化

①当該生徒の成長、課題把握を組織で共有し、成長支
援、課題解決につながる手立てを講じる。
②ＱＵ分析等を活用し、温かい学級づくり、仲間づくりを推
進する。
③当該生徒および個別の支援を要する生徒の進路実
現、社会的自立に向け適切な支援やアドバイスができる
よう校内研究を適宜進める。
④ＳＣ・ＳＳＷとの連携により支援を要する生徒の理解と
効果的な実践を図る。

➀校内支援委員会及び職員会
の実施による情報及び実践の
共有を図った。
②ＳＣ及びＳＳＷとの定期的・計
画的な連携を図り、２学期末で
２０日以上の欠席者０人
③物部支援会の実施
④研修会への参加
⑤大栃中版「個別の支援シー
ト」の作成及び活用
⑥教育相談の活用
⑦校内研の実施

・生徒の状況や課題に応じた校内支
援委員会の実施
・支援、配慮を要する生徒の視点に
立った授業づくりであるユニバーサ
ルデザインを全教科で推進する。
・小中と時系列シートを作成し、活用
する。

①発達段階に応じて、体力、運動能力を高める、引き出
す体育授業を工夫していく。
②基本的な生活リズムの定着が学力向上、運動能力、体
力の向上に関わっていることを生徒にも保護者にも啓発
する。
③顧問会やキャプテン会を通じ、部活動の取組の充実を
図る。
④学年便りや講演会により運動習慣を定着させるための
家庭への啓発を行うなど情報発信の工夫を行う。

・体育授業評価ｱﾝｹｰﾄ等＝肯定評価90%
・生活習慣調査等による運動、食事、睡
眠の意識向上＝全体の85%
・朝食摂取率＝90%
・6時間以上の睡眠時間＝95%
・体力テストの結果を県平均以上とする。
・生徒評価「部活動が楽しい」80%以上と
する。

➀生徒アンケート「授業が好き
である」満足群９０％
②授業評価アンケート全校平
均４．２５
④学校評価アンケート「部活動
が楽しい」肯定群７２%
⑤朝食摂取率９５%
⑥６時間以上の睡眠時間９０%
⑦全国体力テストは男子は県・
全国とほぼ同レベルだが、女子
は８項目中７項目が県・全国を
上回っている。長座体前屈が課
題である。

確
か
な
学
力

○福祉教育・体験学習
を基盤とした「道徳実践
力」の向上を図る。
○場の空気が読め、そ
の場にふさわしい空気
が作れる集団の育成。
○適切な指導と支援に
より人間性の向上を図
る。

①道徳の時間で「知」
を耕し、福祉教育・体
験学習を通した「道
徳的実践力」の向
上。
②お互いを認め合
い、思いやる心を育
む教育
③より良い人間関係
づくり。
④当たり前のことが
当たり前にできる集
団の育成。

①ｷｬﾘｱ教育と道徳教育による豊かな心の育
成に取り組む。
②道徳の時間の指導案作成に全教員が関わ
る。
③温かい学級づくりを実現し、評価活動と振り
返りを充実させて、自尊感情、自己肯定感を高
める。
③QU分析、SE調査、体験的な学びの学習を通
して、温かい学級づくり、集団づくり、いじめを
生まない学級づくりを推進する。
④学校経営方針・教育目標を中心とした、学校
行事の実施及び充実。

①運動の楽しさと充
実感を得る体育授
業。
②授業（学力向上）
や部活動に不可欠な
生活習慣の定着。
③家庭における運動
習慣の啓発。

項
目

自己
評価

中・長期経営目標 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

①家庭学習の手引きを活用した家庭
学習の提示
②授業の終わりの評価においてキー
ワードやポイントの具体的な提示及
び次時に繋がる意欲づけ。③参観日
や学年通信、個人面談時に家庭学
習の取組と実態説明

①年3回の全校授業研と日常の
授業改善の推進。
②考える時間、活動の時間を十
分とる。
③市アドバイザー事業の活用に
よる個々の授業力の向上。

①企画委員会（研究・キャリア
教育）が学力向上およびキャリ
ア教育推進の中心となる。
②全教員が最低年1度の授業
研究を行う。
③年3回の授業評価アンケート
の実施と改善。

・生徒ｱﾝｹｰﾄ「授業がわかる」肯
定群＝90%
・授業評価（授業評価システム）
平均4以上（5点満点）

・生徒ｱﾝｹｰﾄ「家庭学習時間60分
以上」肯定群70%
・生徒ｱﾝｹｰﾄ「家で家庭学習、予
習、復習する」肯定群80%


