
評価 長期経営目標 短期経営目標 主な取り組み内容 評価指標 達成状況 改善方策 学校関係者の評価 評価

学
力
向
上

Ｂ
すべての生徒の進路が保
障されている
（行きたい学校へ）

(1)チーム会、チーム長会を中心に
教科間連携が組織的に図られ、校
内研修や研究授業の活性化によ
り、チーム会共通テーマである
「新学習指導要領にそった指導と
評価の一体化」の授業改善が進め
られている。

(2)学力向上が組織的に図られてい
る。
　
(3)家庭学習の定着が組織的に図ら
れている。

(1)チーム会を毎週１回、チーム長
会を毎月１回実施し、授業改善に
取り組む。学習部を中心に生徒の
取組を推進する。

(2)全国学力・学習状況調査、高知
県学力定着状況調査について、事
前の手立てや、事後の結果分析な
どを全教職員で行う。

(3)研修職員会等で全学年の家庭学
習の内容確認を行う。また学年会
やチーム会で、生徒の情報や各教
科の状況等を共有し、授業内容の
定着に向け協議していく。

(1)①生徒の授業評価アンケート
「意欲的に授業に参加している」
の肯定群が85％以上
②教員の授業改善評価アンケート
ア「根拠を基に自分の考えを説明
させている」イ「本時のねらいが
達成できている」ウ「振り返りの
場の設定」すべて、肯定群75％以
上
(2)全国学力学習状況調査及び高知
県学力定着状況調査で全国平均並
み(-3P以内)
(3)家庭学習時間において1時間以
上の生徒70%以上、うち2時間以上
の生徒40%以上

左記「評価指標」に対して
(1)①生徒の授業評価アンケート
肯定群95％以上
②教員の授業改善評価アンケート
すべて肯定群75％以上
(2)全国学力学習状況調査
全国比(国-0.6)数(-5.2)
高知県学力定着状況調査
全国平均並みは10教科中6教科
(3)家庭学習時間
1時間以上の生徒
（平日53.3% 休日72.6%）
うち2時間以上の生徒
（平日27.5% 休日43.6%）

(1)チーム会やチーム長会等を通して全教員
が授業改善に向け協力している研究推進を
継続する。現在「教科共通の取組(生徒
版)」の見直しを生徒会学習部と執行部で進
行中。

(2)課題は多いが、無解答率は非常に少なく
記述式の正答率も高い。授業改善の取組は
間違っていないので、生徒に付けるべき力
をさらに明確にし、指導と評価の一体化を
めざしていく。

(3)２学期後半より取り組んでいる家庭学習
プリントの活用やタブレットの活用も踏ま
えて、家庭学習の在り方を見直していく。

・評価指標をほぼ達成している。

・高知県の教育研究実践表彰を受
賞していて、生徒と先生の努力や
実践が、今後の学力の向上につな
がっていくと思う。

・アンケート等も行っており、生
徒、先生ともにしっかり取組がで
きている。

Ｂ

豊
か
な
心

Ｂ

「幸福・愛・信じあう
心」が通う学校が創造さ
れている

(1)生徒個々の自尊感情が向上して
いる。

(2)生徒個々の規範意識が向上して
いる。

(3)学校図書館の環境整備がなさ
れ、利用者が増加している。

(1)①道徳の授業で、教科書教材を
各学年の実態に応じて計画的に活
用し、全校体制で取り組み、道徳
的実践力を育成する。②教育活動
全般を通して、自他の命を大切に
し、思いやりのある生徒の育成に
努める。また、個々の生徒の強み
を生かして活躍する場面をつくり
生徒間の相互評価で肯定的評価を
仕組み、自尊感情を高める。
(2)学校生活において、全教職員で
取り組み、肯定的評価や声かけを
行う。
(3)①学校図書館の環境整備をし、
図書を充実させる。
②朝読書を継続し、生徒会図書部
の活動を中心に、読書への呼びか
けを継続していく。

(1)①道徳意識調査
ア「将来の夢や目標をもってい
る」イ「自分には良いところがあ
る」ウ「人が困っているときは進
んで助けている」の肯定群が80％
以上
②Ｑ－Ｕアンケートにおける学校
生活不満足群の生徒が前年度より
減少
(2)生徒の学校評価アンケート
ア「ルールやマナーを守ってい
る」イ「あいさつができている」
の肯定群が85%以上
(3)学校図書館の利用数が前年度よ
り増加、読書アンケート「読書が
好き」の肯定群が80%以上

左記「評価指標」に対して
(1)①道徳意識調査(5月→1月)
ア「将来」91.2%→83.3%
イ「自分」72.1%→77.3%
ウ「人が」88.2%→89.4%
②Ｑ－Ｕアンケート
昨年度16.5%→15.2%
今年度19.3%→20.3%
(2)生徒の学校評価アンケート
ア「ルールやマナー」90.7%
イ「あいさつ」86.7%
(3)学校図書館の利用数は前年度よ
り減少。システム化しパソコンが
導入されたため、終日開放できず
係がいる昼休みのみの開放となっ
たことが原因と思われる。
「読書が好き」の肯定群71%で前年
度と変わらない。

(1)①ほぼ数値は達成しているが、継続して
行事等の取組を通して自信を持たせたり、
ボイスシャワー等の取組を行ったりしてい
く。キャリア教育の充実を図る。
②Ｑ－Ｕアンケートについては各学年で分
析し全体で共有することや、学年会や校内
支援会などでの情報共有を通して、教職員
の見守りや個々への支援を継続していく。

(2)「あいさつ」を目標の１つに挙げている
新生徒会の活動と合わせながら価値づけを
行っていく。

(3)利用数は、課題となる学校図書館の開放
について検討したい。また「読書が好き」
の肯定群引き上げも併せ、本年度を起点に
生徒会図書部の活動を中心に取り組んでい
く。

・評価指標をほぼ達成している。

・①について、先生方がよくやっ
てくれている。中学生はやる気が
出るだろう。

・以前校門であいさつ運動を行っ
ているのを見たが、生徒会中心に
今もやっている様子で良い。

Ｂ

健
康
安
全

Ｂ
たくましく生き抜くため
の体力や健康的な生活習
慣が身についている

(1)保健体育の授業や部活動に意欲
的に取り組んでいる。

(2))栄養バランスのよい朝食を
とっている。

(3)肥満度２０％以上の生徒の割合
が前年度より減少し、肥満傾向生
徒の中で肥満度が減少した生徒が
いる。

(1)保健体育の授業で各学年に応
じ、多様な運動との関わりになる
よう工夫し、運動への意欲を高め
る。各部活動でランニングやト
レーニング等を促す取組を行う。
(2)学期に1回生活点検を実施し、
現状や改善状況を把握する。保健
だよりで家庭への啓発を行う。教
頭がPTA役員会に提案し、PTAとし
てできることを検討する。
（3）年2回身体測定を実施。生
徒・保護者に対する医療機関受診
勧告、保健指導の推奨、家庭での
生活状況の聞き取り等を行う。

(1)①「保健体育の授業が好きであ
る」肯定群85%以上
②全国体力･運動能力調査のＴ得点
において男女ともに全国平均以上

(2)朝食における三色食品群の摂取
率が前年度３学期より増加

(3)肥満度20％以上の生徒の割合が
前年度より減少。肥満傾向生徒の
中で肥満度が減少した生徒がい
る。

(1)①「保健体育の授業が好きであ
る」肯定群89.8%。②全国体力･運
動能力調査の全国平均に届いては
いないが県平均はほぼ上回ってい
る。
(2)三色食品群の摂取率
5月54.1%→9月42.7%→1月54.6%
9月以外は前年度３学期(53.2%)よ
り増加
(3)肥満度20%以上の生徒
4月7.5%→2月7.4.%
前年度３学期(10.1%)より減少
肥満傾向生徒の中で肥満度が減少
した生徒２名

(1)どの学年も全体的に個々でポイントが上
がっており、下回っている項目も全国や県
平均に近づいてきている。今後も計画的な
活動を推進し、運動に親しむ環境を継続
し、体力・持久力をつけていく。
(2)学期に１回の生活点検及び事後の個別保
健指導、保健だより等での啓発による成果
であると思われるので今後も継続してい
く。
(3)肥満度20%以上の生徒は心理面の不安定
さがあり指導が難しく、２回目の計測がで
きていない生徒もいる。肥満度が減少した
生徒のうち１名はすでに肥満傾向が解消
し、もう１名もあと少しで肥満傾向が解消
する段階まで改善しているので、今後も指
導を継続していく。

・朝食における三食食品群の接種
率と肥満度20%以上の生徒が前年度
より減少しており、肥満傾向生徒
が改善している。

・体力も徐々に上昇傾向であり、
部活動の成績も顕著である。

・部活動の朝練習との兼ね合いを
踏まえながら、家庭への協力の発
信を工夫していく必要がある。

Ａ

不
登
校
・
特
別
支
援

Ｂ

〇生徒全員が安心して登
校している

〇ユニバーサルデザイン
の視点を生かした学校づ
くりが行われている

(1)不登校（長期欠席）生徒への総
合的な対応が行われている。

(2)不登校の未然防止の取組を行
い、新規不登校（長期欠席）生徒
がいない。

(3)障害の状態や教育的ニーズに応
じた指導・支援が充実している。

(1)居場所づくり。全職員での情報
共有。学級ではなかまづくり、教
員とは信頼関係づくり。
(2)①学期１回担任等との二者面
談。SC・SSW・家児相等、関係機関
との連携・協働。校内支援会の実
施。②生徒の活躍の場を設定し、
生徒間の肯定的評価を仕組む学級
づくり。③いじめの早期発見・早
期対応と未然防止への取組。
(3)①校内研修・校内委員会の実
施。サポート支援事業の活用(特別
支援学級)。②放課後や長期休業中
の学習会実施。

(1)～(3)生徒の学校生活アンケー
ト「みんなで何かするのが楽し
い」の肯定群が75％以上

(2)30日以上欠席生徒数、前年度よ
り減少及び新規生徒数の減少
③認知したいじめの解決率100%
道徳アンケート「いじめはどんな
理由があってもいけないこと」の
肯定群が100%

(3)年間1回以上の校内研修、月1回
以上の校内支援会の実施。

(1)～(3)生徒の学校生活アンケー
ト「みんなで何かするのが楽し
い」の肯定群93.4％。
(2)30日以上欠席生徒数、前年度9
名→本年度12名と増加。新規生徒
数は、5名→4名と減少。
③認知したいじめの解決率100%
「いじめはどんな理由があっても
いけないこと」の肯定群100%（強
い肯定群86.4％）
(3)講師招聘研修（年２回実施）
サポート事業（１学級１回実施）
校内支援会(２月現在９回実施）

(1)登校した際には、基本的に学年団が対応する
等、継続して居場所をつくる体制がとれている。
(2)全日欠席生徒はおらず、学級の生徒や家庭や
教職員や関係機関のかかわりのなかで、学校に来
る意味や必然性を持たせて登校を支援し、登校し
ている。３年生は６名中４名が卒業後の進路が決
まっている。今後も欠席生徒等の情報交換を毎朝
全教職員で行い、家庭との連絡を密にし、信頼関
係の構築に努めていく。「待つ」姿勢と個別支援
を継続する。
③アンケートや生徒と個人面談を行い、肯定的な
声がけによって生徒に寄り添っている。継続して
「いじめはどんな理由があってもいけないこと」
の強い肯定群の上昇をめざす。
(3)継続して行う。

・現在どの学校でも不登校傾向の
生徒が増え、大きな課題となって
いるが、減少させる取組や新規の
生徒をつくらない取組も大事だ
が、進路保障を含め、将来本人が
うまくいくようにサポートするこ
とが大事。そのサポートが芸西中
学校ではできている。教職員の取
組や個に応じたサポートを評価す
る。

Ａ

防
災
教
育

Ａ
防災を中心とした安全教
育・安全管理が充実して
いる

(1)計画的に避難訓練及び防災学習
を行い、災害に備えている。

(2)生徒の防災意識が高まってい
る。

(3)校内の安全点検が組織的に行わ
れている。

(1)(2)様々な状況を想定した避難
訓練を行い、「高知県安全教育プ
ログラム」などを利用して防災学
習を行う。また「いのぐ記者」の
活躍の場をつくり、生徒の防災意
識を高める。

(3)担当個所を決め、教職員全員で
校内の安全点検を行う。

(1)年間、防災学習を５回以上、避
難訓練を３回以上実施

(2)学校評価アンケート「地震が起
こったときどのように行動したら
よいか分かっている」の肯定群が
90%以上

(3)校内安全点検を学期に１回実施

(1)年間、防災学習５回以上(全校
学習５回)、避難訓練４回実施

(2)学校評価アンケート「地震が起
こったときどのように行動したら
よいか分かっている」の肯定群96%

(3)校内安全点検を学期に１回長期
休業中に実施

(1)(2)全校防災学習を５回行い、各学年で
も行っている。全校学習では「いのぐ記
者」が活躍する場を設定した。避難訓練で
は、ごめん・なはり線の列車を使って防災
タワーに避難する等、今年度の取組は学校
だけでなく、高知大学の専門家や東北大震
災経験者、ＮＨＫ等、関係機関と連携して
行う学習や訓練となった。来年度も工夫し
た取組にしたい。
(3)危険個所発見から、村教育委員会に修繕
や対応をしていただき改善している箇所が
あるので、来年度も継続して実施する。

・防災学習や避難訓練において、
ケースや将来性を考えて工夫して
行っている。校外に出て、現場に
行ってそこで子どもたちが考えて
行動できる取組が行われており、
ただ単に教えるだけではなく、体
験させている。また、地域や関係
機関等との連携ができている。
・校内安全点検を学期に１回行っ
ているのは良い。まずは環境が大
事。現在は教職員でやっているよ
うだが、生徒も一緒にやってみて
はどうか。

Ａ
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