
平成２７年度 学校評価書（自己評価書）：学校関係者評価様式（期間：４月～２月末）

公印 ＮＯ．２

評価判断基準 達成指標 成果・課題 評価 改善策 (A) 学校関係者評価記入欄

市指定の教職員アンケートの
「個人に関わる内容」で、５段
階評価の平均で判断

４以上 ＝A ３．５以上＝B
３以上 ＝C ２．５以上＝D
２．５未満＝E

２６年度、教職員アンケート
では５段階評価でBであっ
た。
２７年度は５段階評価でAを
目指す。
・H26：7項目平均3.54→
H27：7項目平均3.78

○7項目中、5項目で昨年度よりも平
均点が高くなった。項目3・4において
否定群の回答が少し高い。項目1・2
においては平均点が大幅に高くな
り、前年度の反省を生かすことや学
校全体を意識した取組について成果
があった。昨年度最も平均の低かっ
た項目７について大幅に改善がみら
れた。

Ｂ

○職業能力育成型人事評価
制度の有効的な活用
○学校経営計画等策定への
参画と共通理解
○研究体制や校内分掌の見
直し

市指定の教職員アンケートの
「教職員相互に関わる内容」
で、５段階評価の平均で判断

４以上 ＝A ３．５以上＝B
３以上 ＝C ２．５以上＝D
２．５未満＝E

２６年度、教職員アンケート
では５段階評価でCであっ
た。
２７年度は５段階評価でBを
目指す。
・H26：5項目平均3.45→
H27：5項目平均3.56

○5項目中、3項目で平均点が昨年
度より高くなった。項目1については
昨年と同様4点台と高く教職員同士
の連携の意識は高いが、項目2が少
し低下し、コミュニケーションの面に
少し課題がみられた。また、項目3・4
の平均点が昨年度より高くなったと
はいえ、2点台であり低位となってい
る点が課題である。

Ｂ

○コミュニケーションを重視し
た職場の雰囲気づくり
○教員人事面接の充実
○学校組織マネジメントに関
する研修の実施

市指定の教職員アンケートの
「校務分掌に関わる内容」で５
段階評価の平均で判断

４以上 ＝A ３．５以上＝B
３以上 ＝C ２．５以上＝D
２．５未満＝E

２６年度、教職員アンケート
では５段階評価でCであっ
た。
２７年度は５段階評価でBを
目指す。
・H26：4項目平均3.05→
H27：4項目平均3.31

○項目2が昨年と同じであった
が、他の3項目ではすべてで平
均点が高くなり改善傾向であ
る。
○特に、項目3については0.7Ｐ
上昇し、仕事量についての負担
感が小さくなったと感じている状
況。

Ｃ

○研究組織や校内分掌の見直し
○各主任を中心に組織の活性化
に取り組む
○校内サーバーを活用したグ
ループウェアの実施・充実
○学校組織マネジメントに関する
研修の実施

市指定の教職員アンケートの
「学校評価に関わる内容」で５
段階評価の平均で判断

４以上 ＝A ３．５以上＝B
３以上 ＝C ２．５以上＝D
２．５未満＝E

２６年度、教職員アンケート
では５段階評価でBであっ
た。
２７年度は５段階評価でAを
目指す。
・H26：6項目平均3.58→
H27：6項目平均3.85

○項目１の学校評価の必要
性については昨年同様平均
点が4.4Ｐとかなり高くなっ
た。
○その他5項目中4項目につ
いては、平均点が上昇して
おり、学校評価や学校経営・
運営ビジョンを意識した取組
がなされつつある。

Ｂ

○新しい課題への対応として
各取組の具体的見直しを図る
○学校経営計画のさらなる共
通認識
○研究組織や校内分掌の見
直し
○保護者の評価をより適切に
反映できるシステムの構築

Ｂ

○学校経営計画策定への参
画と共通理解
○職業能力育成型人事評価
制度の有効活用

特別な支援を必要とする児童
生徒に対する「個別の指導計
画」の作成率で判断（発達障
害等、傾向も含めた対象児童
生徒を母数とする）。
１００％＝A ９０％＝B
８０％ ＝C ７０％＝D
６０％ ＝E

２６年度は５段階評価でＥであった。
２７年度は５段階評価でDを目指す。
・H26：特別支援学級の生徒及び支
援を要する生徒１年１名について追
加作成（5人/8人：62.5％）→H27：特
別支援学級の生徒についてのみ作
成（3人/4人：75.0%）

○通常学級の中で支援を要
する生徒が１年に複数名い
るので、把握のための調査
を実施中。そのうえで、必要
に応じて個別の指導計画を
作成予定。

Ｄ

○特別支援教育の校内支援
会議の充実
○各学年で達成目標を立て
て、共通理解のもと指導を継
続
○通常学級にいる支援を要
する生徒についてもさらに個
別の指導計画を作成する

（体罰を含む）不祥事防止につ
いての研修を年間に何回行っ
たかで判断する。
年間４回以上実施 ＝ Ａ
年間３回 ＝ Ｂ
年間２回 ＝ Ｃ
年間１回 ＝ Ｄ
年間０回 ＝ Ｅ

２６年度は5段階評価でAで
あった。
２７年度も5段階評価でAを
めざす。
・H26：4回→H27：4回

○その都度、不祥事防止に
ついて研修し、意識し合って
きた。
○毎年、冊子や資料等を
使って、定期的な実施となる
よう計画していく。

Ａ

○冊子｢信頼される学校づくり
のために｣を活用して定期的
な服務研修を実施。
○事例研修の実施。
○校内研修における不祥事
防止策の協議検討。

校内けがの発生率で判断。
（スポーツ振興センターにか
かった年間の件数÷児童生徒
数×１００）
・４％未満＝Ａ ・８％未満＝Ｂ
・１２％未満＝Ｃ
・１６％未満＝Ｄ
・１６％以上＝Ｅ

２６年度は５段階評価でＥで
あった。
２７年度は５段階評価でDを
目指す。
・H26：発生率32％（32件）→
H27：発生率15％（15件）

○昨年度よりも大幅に発生
件数が減少した。

Ｄ

○生徒会保健体育委員会の
全校への啓発活動を充実さ
せる・・・｢校内でのケガの発
生ケース｣について取り組む

マニュアルを活用した防災訓
練（地震・火事）の実施率で判
断。

年間５回以上実施 ＝ Ａ
年間４回 ＝ Ｂ
年間３回 ＝ Ｃ
年間２回 ＝ Ｄ
年間１回 ＝ Ｅ

２６年度は５段階評価でBで
あった。
２７年度は５段階評価でCを
目指す。
・H26：4回→H27：5回

○地震津波避難訓練を想定
を変えながら5回実施した。
○総合的な学習の時間を中
心に防災教育については年
間を通じて実施。
○参観日に避難訓練を実施
し保護者にも参加してもらう
など防災意識の向上を図っ
た。

Ａ

○３年間を見通した防災教育
の充実
○｢自助・公助・共助｣の実践
○学校防災マニュアルに添っ
た避難訓練の実施と見直し

Ｃ

○特別支援教育の視点から
の学級経営、授業づくりの研
究推進
○防災及び事故防止等の安
全教育の推進と安全な学校
づくり

土佐市立土佐南中学校

重点項目 評価項目

２

か
わ
ろ
う
学
校

学
校
組
織
の
活
性
化

教職員個人に対す
る学校参画の意識
の育成が図られてい
るか

＜防災訓練の推進＞

●特別支援学級生徒及び通常の学級に在籍する特別な支援を要する生徒への支援体制の構築
●支援を要する生徒との人間関係づくりについて教職員全体で共有
●専門委員会を中心により良い学校生活の過ごし方についての啓発活動を実施
●危機管理マニュアルの確認

学校関係者評価を踏まえての改善点：
◇特別支援教育にかかる校内研修の実施及び充実により個別の支援計画作成割合を高める。
◇校内の事故防止に向けて、リスクマネジメントの視点を持って取り組むと同時に「ケガの発生ケース」別から見た対応方法や予防指導のあり方について校
内で共有する。
◇防災教育の内容（より現実的な防災訓練を含む）を見直す。（危険のさらなる洗い出し）
◇職業能力育成型人事評価制度の有効的な活用、学校経営計画等の共通理解、研究体制や校内分掌の見直し。
◇学校組織マネジメントに関する研修の実施や教員ミドルリーダーの育成。

安
心
・
安
全
な
学
校
づ
く
り

特別支援教育の充
実

防災は新居よりも宇佐の方が
難しい。船がいっぱいあり、ガソ
リンを積んでいる.避難したそば
まで火災が迫る可能性もある。
農業用、漁業用、プレジャー
ボート。そのことを頭に入れて
いかなければならない。
小学校で防災キャンプを経験

した子たちが入学してきてお
り、意識は育っている。火災が
あったら、とにかく上に逃げな
ければならない。

服務規律の徹底

校内の事故（けが）
の防止

小中連携の取り組みについ
て質問があった。

学校全体で課題の
共有による、協同的
な取り組みが図られ
ているか

校務分掌の見直し
により組織の活性化
が図られているか

学校評価をシステム
を活用した組織の活
性化が図られている
か

●保護者アンケートによる検証の継続
・組織の開かれ度・教職員の服務・態度

●校務分掌・組織の見直し、校務の効率化→ショートの職員会の設定・学校PCネットワークの活用
●小中連携事業の組織化→｢土佐南中学校区学力向上小中連携推進事業｣の推進
●学校経営計画作成・検証の分担と共通理解


