
別紙１

中期計画＜令和２年度～令和４年度＞
評価

〇基礎学力の定着と学力の向上
・全国学力・学習状況調査
　全国平均　＋３P以上
・高知県学力定着状況調査
　全国平均　+4　P以上
・標準学力テスト 全国平均　１年＋３P以上
　２年+５ｐ以上　　３年+３p以上
〇家庭学習提出率　８５％以上
〇家庭学習時間1時間半以上　７０％以上
〇わかる楽しい授業の構築
・学校評価アンケート　項目「授業はわかり
　ますか」　肯定評価９０%以上

目標＜単年度の到達指標＞

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

【研究主任】

教員同士が学び合い高め

合う仕組みの構築

＜Ⅰ-1（2）　＞

【研究主任】

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

【研究主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）　＞

【研究主任・特別支援コー

ディネーター】

〇研究主任が計画を立て、全教科で、講師を招聘した公開授業研究
　 を行い、学校として 主体的・対話的で深い学びができる授業づくり
　 を追求する。
〇教科間連携のためのチーム会・チーム長会を計画的に実施し、
　 授業改善に取り組む
　
〇家庭学習（エフォートノート）を活用し、授業とリンクさせた課題を
　 設定し、定期的に分析を行い、内容の改善に取り組む。

〇校内研で生徒の状況を把握し、個別の支援方法を工夫し、実施する。

〇授業についてのアンケート「めあて、まとめ、振り返り」の実施100％
〇授業についてのアケート「学習のポイントがわかった」「なかまと
　 協力したり、話し合うことができた」肯定評価　80％以上
〇学校評価アンケート「授業はわかりますか」80％以上
〇生徒指導　教職員アンケート　肯定評価80％以上

〇めあての提示、まとめ、振り返りにつ
いては100％実施しているが、まとめ、
振り返りがしっかり、できていない生徒
がいるので、手立てが必要である。
〇授業についてのアンケート「学習のポ
イントがわかった」94%
「なかまと協力したり、話し合うことがで
きた」96%。
〇「授業がわかりますか」80％
〇教職員アンケート85％
取り組みとしてはできているが、個別の
支援や授業展開の更なる改善が必要
である。 Ｂ

〇基礎学力の定着と学力の向上
・全国学力・学習状況調査
　全国平均　＋３P以上
・高知県学力定着状況調査
　全国平均　+3　P以上
・標準学力テスト 全国平均１年＋５P以上
　２年+４ｐ以上　　３年+6p以上
〇家庭学習提出率　75％以上
〇家庭学習時間1時間半以上　50％以上
〇わかる楽しい授業の構築
・学校評価アンケート　項目「授業はわかり
　ますか」　肯定評価85%i以上

〇基礎学力の定着と学力の向上
・全国学力・学習状況調査
　全国平均　＋7P以上
・高知県学力定着状況調査
  全国平均　+5P以上
・標準学力テスト 全国平均　１年＋５P以上
　２年+４ｐ以上　　３年+6p以上
〇家庭学習提出率　85％以上を維持
〇家庭学習時間1時間半以上　75％以上
〇わかる楽しい授業の構築
・学校評価アンケート　項目「授業はわかり
　ますか」　肯定評価90%i以上を維持

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

【研究主任】

教員同士が学び合い高め

合う仕組みの構築

＜Ⅰ-1（2）　＞

【研究主任】

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

デジタル社会に向けた教

育の推進

＜Ⅲ-1（1）　＞

【研究主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）　＞

【研究主任・特別支援コー

ディネーター】

〇研究主任が計画を立て、全教科で、講師を招聘した公開授業研究
　 を行い、学校として 主体的・対話的で深い学びができる授業づくり
　 を追求する。
〇教科間連携のためのチーム会・チーム長会を計画的に実施し、
　 授業改善に取り組む

〇授業とリンクさせた宿題を設定し、定期的に分析を行い、内容の改善
に取り組む。
〇タブレットをはじめICT機器の活用について校内研を実施し、教員の授
業力の向上を図る。

〇校内研で生徒の状況を把握し、昼休みや放課後等を活用し、個別の
支援を工夫し、実施する。

〇授業についてのアンケート「めあて、まとめ、振り返り」の実施100％
〇授業についてのアケート「学習のポイントがわかった」「なかまと
　 協力したり、話し合うことができた」肯定評価　８５％以上
〇学校評価アンケート「授業はわかりますか」９０％以上
〇生徒指導　教職員アンケート　肯定評価８５％以上
〇家庭学習提出率８５%以上(内容の改善を図る)
○定期テスト　平均６０点以上
〇情報教育担当教員による授業での活用方法の校内研を学期に一
回持つ。

○授業についてのアンケート「めあて、
まとめ、振り返り」の実施93%　　　「学習
のポイントがわかった」９５％　　「仲間と
協力したり、話し合うことができた」９９％
授業のめあてについては徹底されてい
るが、まとめや振り返りの徹底ができて
いないことがある。また、対話する場面
の設定はできているが、深めていくこと
に課題がある。
○学校評価アンケート「授業はわかりま
すか」９６％　ほとんどの生徒が理解で
きているが、個別の支援が必要である。
〇家庭学習提出率　80%
○教職員アンケート90％
○定期テスト　平均60点以上   56%
教科での違いもあるが、授業で理解で
きていないことと家庭学習の定着ができ
ていないせいとがいるため、個別の支
援が必要である。また学力の定着に繋
がる学習方法の工夫も必要である  。
〇ICT機器の活用についての校内研修
は一回実施したが、継続した研修が必
要である。

Ｂ

〇基礎学力の定着と学力の向上
・全国学力・学習状況調査
　全国平均・・国（＋4.4）・数（＋1.8)
・高知県学力定着状況調査
　全国平均　+4　P以上達成
1年・・国（＋4.4）＊国、理が全国を上回ってい
る。　　2年・・国(＋11.5）、社（＋10.9）、理（＋
14.4）＊全教科、全国を上回っている。
・標準学力テスト 全国平均　1年・・＋3p以上
の教科はなし。（国（全国と同じ）、数（＋0.1）理
（＋２）
　２年・・国（＋10.8）、数（＋5.4）＊英（＋2.3）理
（＋4.1）
〇家庭学習提出率　89％
〇家庭学習時間1時間半以上　60%
〇わかる楽しい授業の構築
・学校評価アンケート　項目「授業はわかりま
すか」92%
教科での差はまだ少しあるが、教科連携での
取り組みで授業改善が進み、生徒主体の授
業・対話的な授業に関しては目標が達成され
ている。生徒も意欲的に授業に取り組む生徒
が増えている。課題としては、理解力に差があ
るため、個別の支援が必要である。また、深い
学びに繋げるための課題設定や手立て、工夫
という点が挙げられる。教科間連携でのチー
ム会の持ち方を再構築することが必要であ
る。

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

【研究主任】

教員同士が学び合い高め

合う仕組みの構築

＜Ⅰ-1（2）　＞

【研究主任】

教員の教科等指導力の向

上

＜Ⅰ-2（1）　＞

デジタル社会に向けた教

育の推進

＜Ⅲ-1（1）　＞

【研究主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）　＞

【研究主任・特別支援コー

ディネーター】

〇研究主任が計画を立て、全教科で、講師を招聘した公開授業研究
　 を行い、学校として 主体的・対話的で深い学びができる授業づくり
　 を追求する。

〇教科間連携のためのチーム会・チーム長会を計画的に実施し、
　 授業改善に取り組む。

〇チーム会で見合う授業、事前・事後検討を行い、授業改善を図る。

〇授業とリンクさせた宿題を設定し、定期的に分析を行い、内容の改善
に
   取り組む。
　
〇タブレットをはじめICT機器の活用について校内研を実施し、教員の授
   業力の向上を図る。

〇校内研で生徒の状況を把握し、昼休みや放課後等を活用し、個別の
支
   援を工夫し、実施する。

〇授業についてのアンケート「めあて、まとめ、振り返り」の実施100％
〇授業についてのアケート「学習のポイントがわかった」「なかまと
　 協力したり、話し合うことができた」肯定評価　８５％以上
〇学校評価アンケート「授業はわかりますか」９２％以上
〇生徒指導　教職員アンケート　肯定評価８５％以上
〇家庭学習提出率９０％以上(内容の改善を図る)
○定期テスト　平均６０点以上
〇情報教育担当教員による授業でのICT活用方法の校内研を学期に
  一回持つ。

〇小中・地域との連携・協働
　・小中一貫教育の基礎を作り、学期に一回小中合同職員会の実施
　・小学校への算数・英語を中心とした乗り入れ授業の実施
　・地域学校協働本部事業運営委員会を年５回実施し、地域との
　  交流事業を実施

〇学校における働き方改革の推進
　・時間外在校時間月４５時間以内の割合　　　91%
　・夏季休業等の長期休業中の休暇取得１０日以上の割合   58%
  ・職員会、校内研等において勤務時間を超えての内容もあり定時に
　 退勤する日数が少ない現状であ。

〇防災・安全教育の充実
　・防災学習の実施　　5時間
　・避難訓練の実施　　5回
　・救命訓練の実施　　1回
　・防火訓練の実施　　1回

.○小中・地域との連携・協働
　・小学校への乗り入れ授業の実施（英語週一回・算数は単元で乗り入れ）
　・学校評価アンケートを年２回実施し
　　「地域との連携がとれているか」の項目の肯定的評価９５%
　　「学校は適切な情報を発信していますか」の項目８０%

〇学校における働き方改革の推進
　・時間外在校時間月４５時間以内の割合　　　100%
　・夏季休業等の長期休業中の休暇取得１０日以上の割合   100%
　・校内研の内容、提案の仕方を検討し、定時退勤日を週一回設定する。

〇防災・安全教育の充実
　・防災学習5時間、避難訓練を5回以上実施し、命を守るための
　 行動や学校、家庭、登下校中の避難場所の確認を各自に徹底させる。
　・救命訓練を必ず1年に1回は実施し、非常時に自主的に行動が
　 できるだけの知識や技能を身に付ける。
　・防火訓練を通して火災についての知識を身に付け火災から身を
　 守ることができるようになる。

〇平成３１年度全国学力学習状況調査（全国比）３教科平均+5.8ｐ
〇卒業時に英検3級以上取得50％
〇標準学力テスト（全国比）現２年４教科平均+2.8p現３年５教科
   平均+4.7p
●令和元年度高知県学力定着状況調査（全国比）5教科平均
 　1年+0.7p   2年+1.7p
●家庭学習提出率　現２・3年79％
●家庭学習1時間半以上　現2・3年42％
●学習に対する取り組みが弱い生徒がいる

〇発問に対して一生懸命考えようとする姿勢が見られる。
●自分の考えを発表することが難しい。（発表する生徒とそうでない
 　生徒の差がある）

アンケート結果
・「道徳の勉強は好きだ」が69.2％
・「自分には、よいところがあると思う」が84.6％
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率34.6％
・10日以上欠席者　3%
・ハイパーQU　要支援群3%　不満足群22％

〇全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果
　持久走　T得点　男子（＋2.8）　女子（＋11.6）で全国を上回っている。
●男子　上体起こし（－3.2）　長座体前屈（－0.3）
　 女子　握力（－3.9）　長座体前屈（－3.3）　立ち幅跳び（－5.5）
●全校参加の朝練習では、参加できない生徒や頑張り切れない
　 生徒がいる。
●う歯率40％　う歯治療率50％
●11時半までの就寝率80％

○小中・地域との連携・協働
　・小中での合同部会で進捗管理をし実施する。
　・青少年を守る会の会長と連絡調整しながら地域での交流事業を
　　実施する。

〇学校における働き方改革の推進
　・毎日の勤退管理で状況を確認しながら職員に周知徹底する。
　・学校行事や夏季休業中における研修の精選を図り、休暇がとり
　　やすい環境づくりを構築する。
　・企画やチーム会等で提案の仕方を検討し、基本的には水曜日
　　は定時退勤日となるよう取り組む。

〇防災・安全教育の充実
　・防災学習の実施（5時間以上行う）
　・避難訓練の実施（あらゆる場面を想定しながら5回は実施する）
　・救命訓練の実施（救命だけでなく、応急処置の仕方等も交え、
　  災害時にも役立てられる知識を身に付ける）
　・防火訓練の実施（災害時に起こるであろう、火災についての
　　知識も身に付けておく）

徳

知

現状＜○強みと●弱み＞ 目標＜３年後の到達指標＞
〇授業力の向上
・授業スタンダードの徹底
・生徒指導の３機能を意識した授業展開
・Basicガイドブック活用と外部講師の招聘（教科間連携）
〇個に応じた学習支援の充実
・実態把握と個別支援
・補習の充実

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施
・仲間同士の関りを深める授業実践
・全教科、全領域での道徳授業の推進
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・支援を必要とする生徒の共通理解
・生徒会活動、学校行事の充実
・SCやSSWとの連携
・定期的な校内支援委員会の実施

〇スポーツテストの向上
　・朝練習では、主に走力や精神力を身に着ける。
　・授業や部活動では体力全般を向上させるように取り組む、
　　特に女子の筋力・瞬発力を意識して向上させる。
〇全校朝練
　・個に応じた課題を設定し、意欲的に取り組めるようにする。
〇健康課題の把握
　・調査の実施

 (1)知・徳・体のバランスのとれた生徒の育成
（2）一人ひとりが課題を持ち、意欲を持って自己研鑽に努める職員の育成
（3）生徒も教員も共に認め合い、高め合える学校づくり
（4）明るく・楽しく・元気な活力のある学校づくり
（5）保護者・地域に信頼される学校づくり

　日本国憲法及び教育基本法の精神に則り、第３期
高知県教育振興基本計画や宿毛市教育行政方針を
基本として、「幅広い知識と教養を身につけ、豊かな
情操と道徳心を培い、健やかな身体を養うことを目指
しながら、逞しく２１世紀を生きぬく力を持った子ども
の育成」に取り組む。

項目
＜振計＞【担当】 ◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

短期計画　【知】
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〇基礎学力の定着と学力の向上
・全国学力・学習状況調査　　全国平均　＋7　P以上
・高知県学力定着状況調査　 全国平均　+5P以上
・標準学力テスト 全国平均　１年＋５P以上　２年+４ｐ以上　　３年+6p以上
〇家庭学習提出率　85％以上
〇家庭学習時間1時間半以上　65％以上
〇わかる楽しい授業の構築
・学校評価アンケート　項目「授業はわかりますか」　肯定評価85%i以上

〇道徳教育の推進
・「道徳の授業は好きだ」75％以上
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率50％
〇安心して過ごせる学校づくり
・「自分にはよいところがあると思う」が87％以上
・１０日以上の欠席者　０％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒　100%
・ハイパーＱＵ　要支援群0％　不満足群0％

・全国学力学習状況調査は自校で実施した
結果、国語８３．９、数学５９．２の正答率であ
った。
・高知県学力定着状況調査の結果は１年
+１０．１p、2年-１．９pであり2年生に課題が見
られた。
・標準学力テストの結果は1年+５．７、
2年-３．９、3年-３．８であり1年生以外は達成
できなかった。
・家庭学習提出率は８４％
・家庭学習時間1時間半以上 全体６３，６％
（1年８３％、2年４５％　3年６３％）学年で差が
ある。
・学校評価アンケート項目「授業はわかります
か」肯定評価９１％
〇授業での取り組みは良いが、家庭学習の取
り組み方に弱さがあり、定着が図れていない
教科がある。
〇授業改善により、授業内容の理解度は上
がっている。

行動指針＜３年間の取組方針＞

中間検証
＜４～８月の取組を検証＞

評
価

検証・評価＜３年間の総括＞

目標達成に向けた取組 年度末検証
＜到達指標の達成状況を検証＞

〇スポーツテストの向上
・男子　　B判定を各学年半数以上　　D判定をゼロにする。
・女子　　B判定を各学年半数以上　　D判定をゼロにする。
　
〇全校朝練
・全員が参加し、能力に応じて意欲的に取り組めるようにする
〇健康課題の
・う歯率10％　う歯治療率100％
・11時半までの就寝率100％
・ＳＮＳ使用時間2時間まで100％

横
断

体

（　）

学校教育目標 学校経営理念 学校経営方針

『自らを鍛え、共に高め合う、心豊かな生徒の育成』
～ 知・徳・体のバランスのとれた生徒 ～

研究主題
『主体的・対話的で深い学び』の創造
～ 授業を通した「学力向上」・「仲間づくり」 ～

10 【学級数】 3 （　） 【児童生徒数】 26学校経営計画　＜令和２年度～令和４年度＞ 【学校名】 宿毛市立小筑紫中学校 【校長名】 吉福　巧 【教職員数】



Ｂ

〇スポーツテスト

今年度のスポーツテストはコロナウイルス感染症で２か

月間の休校があり、１学期実施したがほとんどの種目が

大幅に低下していた。そのため２学期末に再度行った結

果ほとんどの種目で記録が向上した。しかし例年行われ

ていた全国との比較は本年度は中止となったため全国

や県との比較なできなかった

〇全校朝練

ほぼ100%の取り組みはできたが、一部の生徒が参加で

きないときもあり、継続した声かけが必要である。

○う歯率48％　○う歯治療率58％

数年治療をしていない生徒もいる。個別面談などの時に

声掛けは行っているが、部活で受診できないという声も

ある為、部活顧問とも連携を図って治療率を上げていき

たい。

○生活習慣実態調査

 　11時半までの就寝70％　　　ＳＮＳ2時間まで68％

ＳＮＳ使用＝就寝時間が遅くなるというのが大半である

為、生徒だけではなく、家庭への呼びかけ強化が必要。

〇スポーツテスト
・体育主任が中心となり、朝練でしんどい事ができるような気持ちを
　育てる。
・授業では男女それぞれの課題を意識した運動を取り入れる。
・部活動では、各顧問と連携をとり体力を伸ばしていく。
〇全校朝練
・一人ひとりに声掛けをしながら、繋がりを築いていく。
・朝の体力づくりのメニューを生徒に考えさせ、意欲の向上を図る。
〇検診後の実態把握と事後指導後の把握。
・学期末の面談で保護者に周知徹底する。
○生活習慣に関する調査を学期に１回（１週間）実施し、実態把握と
　 指導を行う。

〇全国体力・運動能力・運動習慣等調査
　・男子　B判定以上の生徒50%以上  D判定の生徒0%
　・女子　B判定以上の生徒50%以上  D判定の生徒0%
　
○う歯治療率を＋22％
○生活習慣調査
　　自分の生活習慣を改善しようと行動する生徒割合85％

１学期のスポーツテストの結果では、男子は１１

名中B判定以上が３名、女子は１４名中８名。D判

定では男子２名、女子３名という結果であった。

女子はB判定以上の生徒が目標値を上回った

が、男子の体力の低さが特に目立った。

○う歯率28％　　治療率（１学期）０％

現在治療中の生徒が数名いる。夏休み前に保護

者への声かけは実施することはできた。

○生活実態調査（１学期）

11時半までの就寝73%　SNS使用時間、2時間ま

で60%

２学期は事前の声かけや家庭への投げかけの

工夫をしていきたい。

Ｂ

〇スポーツテストの結果ではB判定以上が男子で６７％、

女子は１００％であった。全国との比較では男女共にほと

んどの種目で上回っているが、長座体前屈が低く、柔軟

性に課題がある。

〇毎日の朝練では、体力向上に向けて全校で粘り強く取

り組むことが出来ている。

〇う歯率50％　〇う歯治療率42.9％

　個別面時に担任からの声掛けや健康カード返却時にコ

メントを書くことを行ったり、検診後以外にも2回治療勧告

を出すなど行っている。治療済み用紙を提出していない

こともある様なので、確認把握を徹底していきたい。

〇生活習慣実態調査

　11時半までの就寝90％　SNS使用２時間まで６１％生

活調べを実施中に声かけを行ったが効果がほぼなかっ

た。2学期から保健部で集計考察を行い、学年別で掲示

することで、生徒が気にかける場面がみられるようになっ

たので、専門部の活動をつかって意識をもてるようにして

きたい。

短期計画　【横断】

短期計画　【体】

目標＜単年度の到達指標＞

○小中・地域との連携・協働
　・小学校への乗り入れ授業の実施
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域
　 との連携がとれているか」の項目の肯定的
　 評価９０%、「学校は適切な情報を発信して
　 いますか」の項目９５%以上を維持
〇学校における働き方改革の推進
　・時間外在校時間月45時間以内の割合96%
　・夏季休業等の長期休業中の休暇取得10日
　 以上の割合  ７５%
　・校内研の内容、提案の仕方を検討し、定時
　 退勤日を週一回設定する（基本水曜） 85%
〇防災・安全教育の充実
　・防災学習　　5時間
　・避難訓練　　5回
　・救命訓練　　1回
　・防火訓練　　1回の実施

○小中・地域との連携・協働
　・小学校への乗り入れ授業の実施
　 （英語週一回・算数は単元で乗り入れ）
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域
　 との連携がとれているか」の項目の肯定的
　 評価８５%、「学校は適切な情報を発信して
　 いますか」の項目７０%
〇学校における働き方改革の推進
　・時間外在校時間月４５時間以内の割合93%
　・夏季休業等の長期休業中の休暇取得
　 10日以上の割合   70%
　・校内研の内容、提案の仕方を検討し、定時
　 退勤日を週一回設定する（基本水曜）70%
〇防災・安全教育の充実
　・防災学習　　5時間
　・避難訓練　　5回
　・救命訓練　　1回
　・防火訓練　　1回の実施

項目
＜振計＞【担当】

目標達成に向けた取組 中間検証
＜４～８月の取組を検証＞

評
価

○小中・地域との連携・協働
　・小中の管理職の合同会を月一回設定し、進捗管理をし取り組む。
　・教頭が学校評価アンケートを配布し、集計した後職員で共有し
　　改善に向けて取り組む。

〇学校における働き方改革の推進
　・一週間の勤退管理の状況を管理職が確認し、一か月の時間外
　　在校時間が４５時間を越えそうな職員には、教頭が声かけをし
　　内容を確認した後業務の改善を図る。
　・企画委員会で研修内容について確認し、休暇を取りやすい環境
　　づくりを図る。
　・研究主任が中心となり勤務時間内に研修が終わるように取り組む。

〇防災・安全教育の充実
・計画した活動を実施できるように、管理職と教務主任で進捗状況の
　管理をし日程を確保していく。

規範意識や自尊感情など

豊かな心を育む取り組み

の充実

＜Ⅰ-2（4）＞

【道徳主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）＞

【特別支援コーディネー

ター】

Ｂ

短期計画　【徳】

・７月に生徒・保護者・地域に対してアンケートを

実施し、「地域との連携がとれているか」は、肯定

的評価93.5%、「学校は適切な情報を発信してい

ますか」は、肯定的評価93.1%であり、目標をほぼ

達成しているので、更に継続した取り組みを行

う。

・一学期の時間外在校時間の職員平均は２５時

間であり、一学期の割合にすると86%であった。

部活動顧問の時間外在校時間がどうしても多く

なるが、更に声かけしていく。

・出勤簿による確認　長期休業中の休暇取得１０

日以上の割合60%

・定時退勤日については、徹底できなかった。

・救急救命の体験活動や小中合同避難訓練を実

施し、その都度学級で振り返りを実施し、学んだ

ことを生活に生かしていけるよう取り組んだ。

Ｂ

○小中・地域との連携・協働
・小中一貫教育の取り組みについては、つくし
会で進捗状況を確認し、予定通り実施できた。
・学校評価アンケートの結果は「地域 との連
携がとれているか」肯定的評価　９１%　「学校
は適切な情報を発信して いますか」肯定的評
価　１００%
※来年度も小中で計画的な取組みを実施す
る。取り組み内容を学校通信で定期的に発信
し周知を図る。
〇学校における働き方改革の推進
・時間外在校時間月４５時間以内の割合８６%
・長期休業中の休暇取得 10日以上の割合
８０%
・定時退勤日（水曜日）を週一回設定しほぼ達
成できた。
※長期休業中の計画を見直し、休暇取得を促
す。
〇防災・安全教育の充実
・防災学習9時間、避難訓練4回、救命訓練1回
の時間確保をし実施できた。
※来年度も計画的に実施する。

◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

１
年
目

【
令
和
２
年
度

】

目標＜単年度の到達指標＞
項目

＜振計＞【担当】

目標達成に向けた取組 中間検証
＜４～８月の取組を検証＞

評
価

年度末検証
＜到達指標の達成状況を検証＞

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

２
年
目

【
令
和
３
年
度

】

・７月に生徒・保護者・地域に対してアンケートを

実施し、「地域との連携がとれているか」は、肯定

的評価87%、「学校は適切な情報を発信していま

すか」は、肯定的評価96.7%であり、目標を達成し

ているので、更に継続した取り組みを行う。

・一学期の時間外在校時間の職員平均は２５時

間２７分であり、一学期の割合にすると86%であっ

た。更に声かけしていく。

・長期休業中の休暇取得については夏季休業期

間が短く、一学期は厳しい状態であった。

・水曜日の定時退勤率は81.5%であり、継続して

いきたい。

・救急救命の体験活動や避難訓練を実施し、そ

の都度学級で振り返りを実施し、学んだことを生

活に生かしていけるよう取り組んだ。

Ｂ

○小中・地域との連携・協働
・小学校への乗り入れ授業は英語、算数で実
施できた。
・学校評価アンケートの結果は「地域 との連
携がとれているか」肯定的評価　８６%　「学校
は適切な情報を発信して いますか」肯定的評
価　９５%
※来年度も小中で計画的な取組みを実施す
る。取り組み内容を地域にも定期的に発信し
周知を図る。
〇学校における働き方改革の推進
・時間外在校時間月４５時間以内の割合91%
・長期休業中の休暇取得 10日以上の割合
50%
・定時退勤日（水曜日）を週一回設定しほぼ達
成できた。
※長期休業中の計画を見直し、休暇取得を促
す。
〇防災・安全教育の充実
・防災学習5時間、避難訓練5回、救命訓練1
回、防火訓練1回の時間確保をし実施できた。
※来年度も計画的に実施する。

地域との連携・協働の推進

＜Ⅰ-1（3）＞【管理職】

学校組織マネジメント力の

向上と教職員の意識改革

業務の効率化・削減

＜横断2（1）（2）＞【管理

職】

防災を中心とした安全教

育・安全管理の充実

＜Ⅵ-3（1）＞【管理職】

○小中・地域との連携・協働
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域との連携がとれているか」
　　の項目の肯定的評価９０%、
　　「学校は適切な情報を発信していますか」の項目９５%以上を維持

〇学校における働き方改革の推進
・一か月の勤退管理による集計で時間外在校時間月４５時間以内の
　割合９６%
・出勤簿による確認　長期休業中の休暇取得１０日以上の割合  ７５%
・勤退管理による集計で定時退勤日　８５%以上

○防災・安全教育の充実
・事後指導を行い、何が一番自分にとってプラスになったか、必ず振り
　返りを行い、自分ができることを一つ以上身に付ける。

○小中・地域との連携・協働
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域との連携がとれているか」
　　の項目の肯定的評価８５%、
　　「学校は適切な情報を発信していますか」の項目７０%

〇学校における働き方改革の推進
・一か月の勤退管理による集計で時間外在校時間月４５時間以内の
　割合93%
・出勤簿による確認　長期休業中の休暇取得１０日以上の割合  70%
・勤退管理による集計で定時退勤日　70%以上

○防災・安全教育の充実
・事後指導を行い、何が一番自分にとってプラスになったか、必ず振り
　返りを行い、自分ができることを一つ以上身に付ける。

地域との連携・協働の推進

＜Ⅰ-1（3）＞【管理職】

学校組織マネジメント力の

向上と教職員の意識改革

業務の効率化・削減

＜横断2（1）（2）＞【管理

職】

防災を中心とした安全教

育・安全管理の充実

＜Ⅵ-3（1）＞【管理職】

１
年
目

【
令
和
２
年
度

】

２
年
目

【
令
和
３
年
度

】

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

〇道徳教育を充実させる
・道徳主任が年間指導計画に基づいた授業の実施の進捗管理をする
・道徳授業チェックシートを活用し分析する
・道徳意識調査を実施し、生徒の状況を把握する。
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率を上げるための取り組みを計
画する
・学級通信で道徳に関する内容を定期的に発行し、意識をを高める。
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・i-check分析と、その結果に基づく集団作りの実施
・生徒の個人面談の実施（全教職員が肯定的な面接を実施）
・定期的な校内支援委員会の実施（管理職・特支コーディネーター等）
・生徒会主体による、いじめ・問題行動防止や生活改善のための
　点検活動
・不登校担当教員が中心となり、年２回アンケートを実施し生徒の
　情報共有を図る

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施率100％
・道徳授業チェックシートの活用率100％
・「道徳の授業は好きだ」80％
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率50％
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・i-checkクラスの概要【個人の心の安全】A領域90％以上
・「自分にはよいところがあると思う」が87％以上
・10日以上の欠席者０％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒100％

〇道徳教育を充実させる

・年間指導計画に基づいた授業の実施率100％

・道徳授業チェックシートの活用率100％

・「道徳の授業は好きだ」68％以上（前期アン

ケート）

　発問や問い返しの工夫をして生徒の考えを深

められるように教材研究を継続する。

・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率20％

　「高知の道徳」を夏休みの課題とし活用率を高

める。

〇集団作りを通した人間関係形成力の育成

・ハイパーＱＵ　要支援群3％　不満足群21％

・「自分にはよいところがあると思う」が80％

・10日以上の欠席者0％

・いじめや問題行動の出現率０％

・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒76%

　１学期は、コロナウイルス感染拡大防止の臨時

休校があり、生徒が楽しみにしていた行事などが

実施できなかったため肯定的な回答が少なかっ

た。今後も行事が実施できないことが予想される

ため、生徒が目標を持って学校生活を送れるよ

うにする。そのため、小さなことでも自分で決めさ

せ、実現できることで達成感を持たせ自信につな

げていく。

Ｂ

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施率
100％
・道徳授業チェックシートの活用率100％
・「道徳の授業は好きだ」76％以上（後期アン
ケート）
　発問や問い返しの工夫をして生徒の考えを
深められるように教材研究を継続する。
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率36％
　「高知の道徳」を夏休みの課題としたので活
用率は高まったが、目標値には達しなかった。
「高知の道徳」を授業と関連付けて使用するな
どの工夫が必要である。
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーＱＵ　要支援群4％　不満足群20％
・「自分にはよいところがあると思う」が76％
・10日以上の欠席者8％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒
88%
　今後も生徒が目標を持って学校生活を送れ
るようにする。そのために、個人面談や学級で
の取り組みをする。また、肯定的評価をするこ
とで、生徒に自信を持たせ自己肯定感を高め
る。

〇道徳教育の推進
・「道徳の授業は好きだ」76％以上を維持
・「家庭で取り組む高知の道徳」の
　活用率５0％
〇安心して過ごせる学校づくり
・「自分にはよいところがあると思う」が
　85％以上を維持
・10日以上の欠席者0％
・ハイパーＱＵ
　要支援群0％・不満足群10％以下
・いじめや問題行動の出現率０％

〇道徳教育の推進
・「道徳の授業は好きだ」75％以上
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率
　50％
〇安心して過ごせる学校づくり
・「自分にはよいところがあると思う」が
　87％以上
・１０日以上の欠席者　０％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた
　生徒100％
・i-check クラスの概要【個人の心の安全】
　A領域90％以上

規範意識や自尊感情など

豊かな心を育む取り組み

の充実

＜Ⅰ-2（4）＞

【道徳主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）＞

【特別支援コーディネー

ター】

〇道徳教育を充実させる
・道徳主任が年間指導計画に基づいた授業の実施の進捗管理をする
・道徳授業チェックシートを活用し分析する
・道徳意識調査を実施し、生徒の状況を把握する。

〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーQUの実施及び分析と、その結果に基づく集団作りの実施
・生徒の個人面談の実施（全教職員が肯定的な面接を実施）
・定期的な校内支援委員会の実施（管理職・特支コーディネーター等）
・生徒会主体による、いじめ・問題行動防止や生活改善のための
　点検活動
・不登校担当教員が中心となり、年２回アンケートを実施し生徒の
　情報共有を図る

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施率100％
・道徳授業チェックシートの活用率100％
・「道徳の授業は好きだ」71％以上
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率43％
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーＱＵ　要支援群3％　不満足群20％
・「自分にはよいところがあると思う」が85％以上
・10日以上の欠席者0％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒80%

規範意識や自尊感情など

豊かな心を育む取り組み

の充実

＜Ⅰ-2（4）＞

【道徳主任】

生徒指導上の諸課題への

組織的な対応・支援の強

化

＜Ⅰ-2（6）＞

【特別支援コーディネー

ター】

〇道徳教育を充実させる
・道徳主任が年間指導計画に基づいた授業の実施の進捗管理をする
・道徳授業チェックシートを活用し分析する
・道徳意識調査を実施し、生徒の状況を把握する。
・道徳主任が道徳便りを月に一回以上発行し啓発を図る。
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーQUの実施及び分析と、その結果に基づく集団作りの実施
・生徒の個人面談の実施（全教職員が肯定的な面接を実施）
・定期的な校内支援委員会の実施（管理職・特支コーディネーター等）
・生徒会主体による、いじめ・問題行動防止や生活改善のための
　点検活動
・不登校担当教員が中心となり、年２回アンケートを実施し生徒の
　情報共有を図る

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施率100％
・道徳授業チェックシートの活用率100％
・「道徳の授業は好きだ」76％以上を維持
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率５０％
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーＱＵ　要支援群0％　不満足群10％
・「自分にはよいところがあると思う」が85％以上
・10日以上の欠席者0％
・いじめや問題行動の出現率０％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒88%以上を維持

〇道徳教育を充実させる

・年間指導計画に基づいた授業の実施率100％

・道徳授業チェックシートの活用率100％

・「道徳の授業は好きだ」84％

・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率24%

〇集団作りを通した人間関係形成力の育成

・ハイパーＱＵ　要支援群0％　不満足群0％

・「自分にはよいところがあると思う」が88％

・10日以上の欠席者0％

・いじめや問題行動の出現率０％

・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒80%

　QUアンケートでの要支援群、不満足群を０％で

あった。「自分には良いところがある」の項目も目

標値を上回っており、肯定的な評価ができている

と考えられる。自己肯定感をさらに高めるため、

行事等の中でその都度、評価していきたい。

〇道徳教育の推進
・「道徳の授業は好きだ」71％以上
・「家庭で取り組む高知の道徳」の
　活用率43％
〇安心して過ごせる学校づくり
・「自分にはよいところがあると思う」が
　85％以上
・10日以上の欠席者0％
・ハイパーＱＵ
　要支援群3％・不満足群20％以下
・いじめや問題行動の出現率０％

２
年
目

【
令
和
３
年
度

】

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

中間検証
＜４～８月の取組を検証＞

評
価

年度末検証
＜到達指標の達成状況を検証＞◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

〇スポーツテストの向上
・男子　上体起こし、　長座体前屈の
　T得点を＋1P
・女子では、３種目を全国平均より上げる。
　握力・長座体前屈+1Ｐ以上
　立ち幅跳び+2Ｐ以上
〇全校朝練
・生徒に関わり全員が参加できるようにする。
○う歯率30％　　治療率65％
○11時半までの就寝率80％
○ＳＮＳ2時間まで70％

健康・体力の向上

部活動の充実と運営の適

正化

＜Ⅰ2-⑺⑻＞

【体育主任】　【養護教諭】

〇スポーツテスト
・体育主任が中心となり、朝練でしんどい事ができるような気持ちを
　育てる。
・授業では男女それぞれの課題を意識した運動を取り入れる。
・部活動では、各顧問と連携をとり体力を伸ばしていく。
〇全校朝練
・一人ひとりに声掛けをしながら、繋がりを築いていく。
〇検診後の実態把握と事後指導後の把握。
○生活習慣に関する調査を学期に１回（１週間）実施し、実態把握と
　 指導を行う。

〇全国体力・運動能力・運動習慣等調査
　・男子　上体起こし、　長座体前屈のT得点を＋1P
　・女子では、３種目を全国平均より上げる。握力+1Ｐ以上、
　  長座体前屈+1Ｐ以上、立ち幅跳び+2Ｐ以上
○う歯治療率を＋15％
○生活習慣調査
　　自分の生活習慣を改善しようと行動する生徒割合80％

〇スポーツテストではコロナの休校による体力低

下が大きく、２学期に再度実施をする予定であ

る。

〇全校朝練においては、全員が参加できた日が

少なく、頑張りの弱さもあったが、生徒に関わり

進めることができた。

○う歯率４４％う歯治療率（１学期）0％

　今年度は歯科検診が７月だった為、１学期中の

治療は０％となったが、夏休み前の保護者面談

での保護者への声掛けと健康カードへのコメント

を実施。

○生活習慣調査（１学期）

　１１時半までの就寝55％　　ＳＮＳ２時間まで

61％

　実施中の声掛けや実態把握後の通信で家庭

への投げかけを引き続い行う。

○スポーツテストの向上
・男子　B判定以上の生徒50%以上
　　　　D判定をゼロにする。
・女子　B判定以上の生徒50%以上
　　　　D判定をゼロにする。
○全校朝練
・個に応じた内容を上げる
○う歯率25％　　治療率80％
○11時半までの就寝率85％
○ＳＮＳ使用時間、2時間まで80％

〇スポーツテストの向上
・男子　B判定以上の生徒50%以上
　　　　　D判定を０％にする。
・女子　B判定以上の生徒50%以上
　　　　　D判定を０％にする。
〇全校朝練
・全員が参加し、能力に応じて意欲的に
　取り組めるようにする
〇健康課題の
・う歯率15％、う歯治療率100％
・11時半までの就寝率100％
・ＳＮＳ使用時間2時間まで100％

健康・体力の向上

部活動の充実と運営の適

正化

＜Ⅰ2-⑺⑻＞

【体育主任】　【養護教諭】

〇スポーツテスト
・体育主任が中心となり、朝練でしんどいことが出来るような気持ちを育
　てる。
・授業では男女それぞれの課題を意識した運動を取り入れる。
・部活動では、各顧問と連携をとり体力を伸ばしていく。特に本校の課題
　である柔軟性については各部で意識して高める。
〇全校朝練
・一人ひとりに声かけをしながら、繋がりを築いていく。また、それぞれの
　体力や現状に合わせた練習方法を行う。
〇検診後の実態把握と事後指導後の把握。
・学期末の面談で保護者に周知徹底する。
○生活習慣に関する調査を学期に１回（１週間）実施し、実態把握と 指
　導を行う。

目標＜単年度の到達指標＞
項目

＜振計＞【担当】

目標達成に向けた取組

１
年
目

【
令
和
２
年
度

】

健康・体力の向上

部活動の充実と運営の適

正化

＜Ⅰ2-⑺⑻＞

【体育主任】　【養護教諭】

〇全国体力・運動能力・運動習慣等調査
・男子　C判定以上１００％　D判定の生徒０％
・女子　C判定以上１００％　D判定の生徒０％

○う歯治療率を＋57.1％
○生活習慣調査
　 自分の生活習慣を改善しようと行動する生徒割合80％

〇道徳教育を充実させる
・年間指導計画に基づいた授業の実施率
100％
・道徳授業チェックシートの活用率100％
・「道徳の授業は好きだ」84％
・「家庭で取り組む高知の道徳」の活用率24%
〇集団作りを通した人間関係形成力の育成
・ハイパーＱＵ　要支援群4％　不満足群4％
・「自分にはよいところがあると思う」が84％
・10日以上の欠席者0％
・いじめや問題行動の出現率0％
・アンケートで「学校が楽しい」と答えた生徒
96%
　要支援群に該当した生徒は関わり合いが苦
手であるため、集団で活動する場の設定と、
個への手立てを行っている。「学校が楽しい」
の項目は向上が見られ、行事等における自己
肯定感を高める声かけができていたと考えら
れる。「高知の道徳」の活用については、夏休
みに活用を図ったが、教員全体での共有が不
十分だったため課題が残った。次年度は、通
信等も活用して改善を図る。

年度末検証
＜到達指標の達成状況を検証＞◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

○小中・地域との連携・協働
　・小学校への乗り入れ授業の実施
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域
　 との連携がとれているか」の項目の肯定的
　 評価95%、「学校は適切な情報を発信して
　 いますか」の項目100%
〇学校における働き方改革の推進
　・時間外在校時間月45時間以内の割合100%
　・夏季休業等の長期休業中の休暇取得10日
　 以上の割合   100%
　・校内研の内容、提案の仕方を検討し、定時
　 退勤日を週一回設定する（基本水曜）100%
〇防災・安全教育の充実
　・防災学習　　5時間
　・避難訓練　　5回
　・救命訓練　　1回
　・防火訓練　　1回の実施

地域との連携・協働の推進

＜Ⅰ-1（3）＞【管理職】

学校組織マネジメント力の

向上と教職員の意識改革

業務の効率化・削減

＜横断2（1）（2）＞【管理

職】

防災を中心とした安全教

育・安全管理の充実

＜Ⅵ-3（1）＞【管理職】

○小中・地域との連携・協働
　・小中の管理職の合同会を月一回設定し、進捗管理をし取り組む。
　・教頭が学校評価アンケートを配布し、集計した後職員で共有し
　　改善に向けて取り組む。

〇学校における働き方改革の推進
　・一週間の勤退管理の状況を管理職が確認し、一か月の時間外
　　在校時間が４５時間を越えそうな職員には、教頭が声かけをし
　　内容を確認した後業務の改善を図る。
　・企画委員会で研修内容について確認し、休暇を取りやすい環境
　　づくりを図る。
　・研究主任が中心となり勤務時間内に研修が終わるように取り組む。

〇防災・安全教育の充実
・計画した活動を実施できるように、管理職と教務主任で進捗状況の
　管理をし日程を確保していく。

○小中・地域との連携・協働
　・学校評価アンケートを年２回実施し「地域との連携がとれているか」
　　の項目の肯定的評価９５%、
　　「学校は適切な情報を発信していますか」の項目１００%

〇学校における働き方改革の推進
・一か月の勤退管理による集計で時間外在校時間月４５時間以内の
　割合１００%
・出勤簿による確認　長期休業中の休暇取得１０日以上の割合１００%
・勤退管理による集計で定時退勤日１００%以上

○防災・安全教育の充実
・事後指導を行い、何が一番自分にとってプラスになったか、必ず振り
　返りを行い、自分ができることを一つ以上身に付ける。

○小中・地域との連携・協働
　・小中の管理職の合同会を月一回設定し、進捗管理をし取り組む。
　・教頭が学校評価アンケートを配布し、集計した後職員で共有し
　　改善に向けて取り組む。

〇学校における働き方改革の推進
　・一週間の勤退管理の状況を管理職が確認し、一か月の時間外
　　在校時間が４５時間を越えそうな職員には、教頭が声かけをし
　　内容を確認した後業務の改善を図る。
　・企画委員会で研修内容について確認し、休暇を取りやすい環境
　　づくりを図る。
　・研究主任が中心となり勤務時間内に研修が終わるように取り組む。

〇防災・安全教育の充実
・計画した活動を実施できるように、管理職と教務主任で進捗状況の
　管理をし日程を確保していく。


