
別紙１

中期計画＜令和２年度～令和４年度＞
評価

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

〇安心・安全な学級・学校づくりを行う。

  ◇いじめ未解決：０件　生徒間トラブル未解決
０件
  ◇不登校・別室登校生徒への関わりを多く持

つ。
  ◇QUアンケート満足群70％以上

〇防災教育を推進する。
  ◇災害時、命を守る行動がとれる生徒100％
  ◇地域に貢献する気持ちがある生徒90%以上

〇働き方改革を推進する。
   ◇超過勤務時間１年間360時間以内、１ヶ月

45時間以内を遵守に向けて、「職場に働き方
改革への工夫改善の意識を感じる教職員」
80％以上

〇タブレッ端末を「個別最適な学び」及び「協
働的な学びに」活用する
　◇学力向上に向けた授業でのタブレット活
用　教員80％
　◇生徒理解・生徒支援に向けた「きもち
メータ」活用  教員100％

＜横断１　(1)＞

不登校への総合的な
対応
【生徒指導支援部会、

仲間づくり部会】

＜Ⅵ３　(1)＞
防災を中心とした安全
教育の充実
【学年部会、防災教育
担当、養護教諭】

＜横断２　(1)＞
教職員の意識改革

【管理職、事務部会】

＜Ⅲ１（１）＞
「デジタル技術を活用
した学習スタイルの
充実」
【情報担当・教科主任
会:】

①認め合い、高めあえる集団づくりに取り組む。

　◇１分間スピーチ：班会で実施（表現力の育成）
　◇月１回学年集会実施
　　・学年集団の評価し認め合い、次に生かす。

　　・教師の思いや願いを伝え、生徒との一体感を高め、学年の雰
　　　囲気を高める
　◇教室に入りづらい生徒への対応

　　・別室対応を含めた個別支援の実施。

　　・学級の生徒への声かけ。（つながりを切らない）
　◇エンカウンター等のプログラムを効果的に実施する。
②生徒が主体的で生き生きと活動できる生徒会活動を実施する。
　◇専門部会とタイアップした活動
　　・専門部会の生徒がやりたいと思う活動ができるよう生徒会執
　　　行部が関係者とつなぎ連携を図る。。
　◇生徒会執行部が主導してレクや行事を企画・立案し実施する。

①実施場所を変えた避難訓練の実施。（年間３回実施）
②各地区と連携し避難所運営に関わる訓練を実施。
　･防災、防犯、安全に関する年間指導計画の実効性検証と改善。

①会議・会合等の効率的な実施

　　・開催頻度、時間短縮の工夫改善に取り組む。
　　・校務支援システムによる勤務時間管理を実施。
　

①学校管理アカウントから全学級にClassroomを設定し、全教科、
道徳、特活、総合的な学習の時間に活用できるように、全教員、全
校生徒を共有設定する。
②自校の教職員のみからのGmailを受信できようる設定し、授業で
の活用や確認テストでの活用をすすめ、家庭学習でも活用できるよ
う環境整備をすすめる。

③Googleアプリランチャーをフル活用できるよう、活用のための校
内研修の充実を図る。
④情報モラルやネット問題についての取組や啓発を行う。

①認め合い、高めあえるえる集団づくり

　　・QUの学級生活満足群の生徒を70％以上
　　・自尊感情の肯定的評価を80％以上
　　・先生は質問や相談に丁寧に応じてくれるを95％以上

　　・「学校生活が満足できる」の肯定的評価を90％以上
　　・生徒アンケート「いじめを許さない」100％

②生徒会活動の活性化
　・行事の振り返りにおける肯定的評価９５％以上

①生徒意識調査「災害時、命を守ることができる」１００％
②生徒意識調査「地域に貢献する意識」90％以上

①「高知家まなびばこ」を授業で活用　教員８０％
②ルールやマナーを意識して使用している　生徒100％
③「教育活動で幅広く活用していきたい」　教員８０％

短期計画　【横断】

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＞◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

○体力・運動能力を全国平均以上にする。
　◇授業アンケート：体育の授業が楽しい、運
動が好き90％以上
〇基本的生活習慣を確立させる。
　◇朝食を食べてくる95％以上、◇SNS使用は
22時まで90％以上
　◇就寝時刻を23時まで80％以上
〇受診率を上げる。
　・眼科７０％以上、歯科５０％以上

＜Ⅰ２　(7)＞
健康・体力の向上
【保健体育部会・養護
教諭】

①体力向上
　＜体育科授業：筋力・筋持久力・巧緻性の向上に取り組む。生徒同士
の関わり合い・教え合いを意識した授業の実践＞＜部活動：我慢強さ
や忍耐力、継続する力の育成を図る＞＜朝運動：体力向上に向けて、
部活動の枠を超えた朝運動の実施＞
②生活習慣調査毎学期実施
　　・「早寝・早起き・朝ご飯」の推進。　1日のSNS使用時間(22時まで)
の意識付けを行う。
③健康に関する啓発活動実践
　　・受診の推奨を定期的に行う。生活点検の実施・分析、啓発活動の

実施。

①意識調査（肯定的評価）
　＜体育科授業：体育の授業が楽しい93％以上、運動することが好き
85％以上、筋力・筋持久力・巧緻性が年度当初より向上80％＞、＜部
活動：我慢強さや忍耐力が向上した８０％＞、＜朝運動：走力、持久力
が向上した８０％＞
②生活習慣調査（学期１回実施）
　＜朝食を食べている生徒を95％以上、・就寝時刻23時までが守れる
生徒を75％以上＞
③保健室だよりの発刊（毎月1回）、生徒会専門部による啓発活動学期
1回

　・生活習慣の確立、病院受診率向上に向けた協力要請や啓発を行
う。

短期計画　【体】

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＞◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

○規範意識の醸成と自尊感情の育成を行う。

　◇生徒指導上の諸課題：暴力行為０件、生徒
間トラブル未解決０件
　◇いじめ・不登校生徒：いじめ未解決０件、不

登校全国平均
　◇学校・社会のルール遵守意識：肯定的評
価９５％以上

○学校評価・生活アンケート等を実施する。
　◇学校生活は全般的に満足できる：肯定的

評価９０％以上
　◇先生は質問や相談に丁寧に応じてくれて
いる：肯定的評価９０％以上

　◇自分にはよいところがあると思う：肯定的評
価８０％以上

＜Ⅰ２　(4)＞

規範意識や自尊感情
など豊かな心を育む取
組の充実

【生徒指導支援部会、
仲間づくり部会】

＜Ⅰ２　(6)＞
生徒指導上の諸課題
への組織的な対応・支

援の強化
【生徒指導支援部会、
仲間づくり部会】

①集会や生徒会活動、エンカウンター等を通して、生徒が主体的に

ルールやマナーを大切にする意識の向上、規範意識の徹底に取り組
む
②学力向上部会と連携し、生徒が主体的に取り組む授業づくりをすす

める
③道徳の公開授業や「高知の道徳」の活用を通して、家庭との連携を
通して生徒への啓発を強化する。

①生徒との信頼関係づくりと生徒支援
　・関係機関とも連携し、課題のある生徒の理解と具体的支援をすすめ

る
　・個人面談を学期毎に実施し、生徒との信頼関係構築に努める
②いじめ防止基本方針に基づいたいじめ防止等に関する措置の実施

　・学校生活に関するアンケートを定期的に実施し、実態把握と取組の
検証を行う

＜各種アンケートによる生徒の肯定的評価＞

　　・「学校生活が満足できる」９５％以上
　　・Q‐U学級生活満足群の生徒70％以上
　　・規範意識の肯定的評価９６％以上

　　・「自分には良いところがある」８０％以上
　　・道徳授業評価アンケート９５％以上
　　・先生は質問や相談に丁寧に応じてくれる９６％以上

　　・「言葉によるイヤな思い」は少なくなった９０％以上
　　・「いじめを許さない」100％

短期計画　【徳】

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＞◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

３
年
目

【
令
和
４
年
度

】

○知識・技能の確実な定着

　◇高知県学力定着状況調査

　　　実施全教科全国平均以上

　◇全国学力学習状況調査

　　　実施全教科全国平均以上

〇学校評価・授業評価・家庭学習時間調査等

　◇授業は主体的な学びになるように工夫されてい

る→肯定的評価９５％以上

　◇先生は質問等に丁寧に応じてくれている

　　　→肯定的評価９５％以上

　◇家庭学習時間に関わる項目

　　　→1時間以上の生徒８５％以上

＜Ⅰ１　（１）＞

学校の組織マネジメント

力を強化する仕組みの

構築【運営委員会】

＜Ⅰ１　（２）＞

教員が学び合い高め合う

仕組みの構築【運営委員

会】

＜Ⅰ２　(１)＞

教員の教科等指導力の

向上【運営委員会】

①組織力向上・学力向上は主幹教諭と研究主任を中心に取り組む。

②複数担任制を生かした人材育成とチーム力向上

③毎週実施の確認テストへ全校で組織的に取り組む。

①教科タテ持ちの実施と教科会・教科主任会の充実。

　・生徒が主体的に学べる課題設定の工夫。

　・タテ持ち担当を交代による教科担当者間の連携強化

①全校授業研の実施

　　・主体的学びにつながる課題設定の工夫、深い思考と表現力

②授業づくり講座（英語）の学びの他教科への拡充。

　・単元構想を明確にした教材研究・授業研究の実施。

①月1回の運用状況の検証と修正

②教職員意識調査：複数担任制肯定的評価９０％以上

③確認テスト教員及び生徒の肯定的評価８０％以上

①各教科会週1回、教科主任会を隔週で実施

　・学期ごとに取組状況の検証と見直しを学校経営アドバイザーまたは事務所

指導主事の助をもとに行う

①授業評価（生徒）肯定的評価９０％

　「課題設定の工夫」、「効果的なグループ活動」、「深い思考」、「表現の場の保

障」等

②英語教材研究会及び授業研究会を年間各２回実施

　・授業研究会に他教科の教員も参加。他校の研究会へも参加

◇具体的な取組 ◆取組の評価指標

短期計画　【知】

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＞

横
断

「不登校への総合的な対応」
　〇早期対応、個別対応はできている。
　●不登校生徒、別室登校生徒へのかかわりが弱い。
　●不登校生徒が多い

「防災を中心とした安全教育・安全管理の充実」
　〇防災意識が高く、地域に貢献しようとする姿勢がある。

「学校における働き方改革の推進」
　●超過勤務時間月80時間を超えている教職員が多い。
　●超過勤務時間の教職員月平均が60時間を超えている。

「デジタル技術を活用した学習スタイルの充実」
　〇生徒はタブレット活用への意欲は高い
　　※使用が目的にならないように注意が必要

　●教員は必要性を感じてはいるが、タブレットへ活用への
　　　順応に時間がかかる

〇安心・安全な学級づくり・学校づくりを行う。
　◇いじめ未解決：０件　生徒間トラブル未解決：０件
　◇不登校・別室登校生徒への関わりを多く持つ。
　◇QUアンケートの学校生活満足群：７０％以上

〇防災教育を推進する。
　◇災害時、命を守る行動がとれる生徒：１００％
　◇地域に貢献しようとする気持ちがある生徒：９０%以上

〇働き方改革を推進する。
　◇超過勤務時間１年間３６０時間以内、１ヶ月45時間以内の
　　　遵守に向けて、「職場に働き方改革への工夫改善の意識
　　　を感じる教職員」８０％以上

〇タブレット端末を個別最適及び協働的な学びに生かす
　◇「学力向上に向けて授業でタブレットを活用」教員８０％
　◇「生徒理解・支援に気持ちメータを活用している」教員８０％

１．いじめ・不登校への総合的な取組を推進する。
　・安心安全な学級づくり、学年づくりのための研修を行う。
　・仲間づくりプログラムを計画的に実施する。
　・生徒指導支援部会を毎週行う。

２．地域と連携した防災教育を推進する
　・各地域に出向いた避難所運営訓練を実施する。
　・各地域での避難訓練を実施する。
　・命を守るための教育の研修を行う。

３．働き方改革に繋がる取組を推進する。
　・学校運営の効率化を目指す取り組みを進める。
　・校務支援システムを有効に活用するための研修を行う。
　・勤務時間管理を定期的に行う。

４．生徒の学ぶ力を引き出すためのタブレット活用
　・生徒の主体性や意欲を引き出す取組をすすめる
　・「高知家まなびばこ」を各場面で有効に活用する。

　・教員のICT活用力向上の取組をすすめる。

体

〇朝食の摂取率が高い。
〇欠席、遅刻は全体的に少ない。
〇部活が盛ん。基礎体力があり運動能力が高い。
●ゲーム、スマホ、ネット依存。
●自転車で通学する生徒が少ない。家庭で甘やかされている。
●歯科や眼科の受診率が低い。
●生活リズムに関して、家庭の教育力が低い。

○体力・運動能力を全国平均以上にする。
◇授業アンケート…体育の授業が楽しい、運動することが好き：90％以上
〇基本的生活習慣を確立させる。
◇朝食を食べてくる95％以上
◇SNSの使用は22時までにする90％以上
◇就寝時刻を23時までにする80％以上
〇受診率を上げる。

１　体力向上の取り組みを推進する。

　・生徒が関わり合う体育の授業を行う。　・授業前のランニングを継続実施する。

　・日々の授業で学習シートを活用し、目標を設定させる。

２　我慢強さや忍耐力、日々続ける力の育成を図る。

　・部活動において基礎練習を徹底する。　・部活動前のランニングを実施する。

３　家庭での基本的生活習慣の意識を向上させる。

　・保護者と連携し、「早寝・早起き・朝ごはん」を徹底させる。

　・SNSの使用時間は２２時までを徹底する。

４．受診率を上げるための啓発を行う。

徳

〇真面目で素直。
〇いじめを許さない、いじめを注意できる雰囲気がある。
〇ペア・グループでの活動が誰とでもできる。

〇学校生活の決まりは大多数の生徒が守れている。
〇郷土のこと、清水のことが好きな生徒が多い。
●自己肯定感・自尊感情低い。
●礼儀や場に応じた適切な言葉遣いが身についていない。
●主体性、社会性が弱い。

○規範意識の醸成と自尊感情の育成を行う。
◇生徒指導上の諸課題…暴力行為：０件、生徒間トラブル未解決：０件
◇いじめ・不登校生徒…いじめ未解決：０件　・不登校生徒：全国平均まで改

善
◇学校・社会のルール遵守意識…肯定的評価９５％以上
○学校評価・生活アンケート等を実施する。
◇学校生活は、全般的に満足できる…肯定的評価９０％以上
◇先生は質問や相談に丁寧に応じてくれている…肯定的評価９０％以上
◇自分にはよいところがあると思う…肯定的評価８０％以上

１　道徳教育を充実させる。
　・道徳の時間を公開し授業研究と研修を行う。
２　生徒指導支援・教育相談を充実させる。

　・指導支援部会を定例化し情報を常に共有する。
　・SC、SSW、関係機関と連携し適切な支援に繋げる。
　・個人面談で勇気づけを行う。（各学期）

現状＜○強みと●弱み＞ 目標＜３年後の到達指標＞ 行動指針＜３年間の取組方針＞ 検証・評価＜３年間の総括＞

知

〇真面目に取り組もうとする姿勢はある。
〇学習規律は身についている。
〇与えられた課題はやろうとする。
〇家庭学習時間は伸びた。
●想像力、思考力、読解力が弱い。
●自分で考え、他者に伝える力が弱い。
●粘り強く考える力がついていない。
●先を見通して考えることに弱さがある。
●基礎的な知識が定着していない。

○知識・技能の確実な定着
　◇高知県学力定着状況調査
　　　実施全５教科、全国平均２ｐ以上
　◇全国学力学習状況調査
　　　実施全教科、全国平均３ｐ以上
〇学校評価・授業評価・家庭学習時間調査等
　◇授業は、理解ができるように工夫されている…肯定的評価９５％以上
　◇先生は質問に丁寧に応じてくれている…肯定的評価９０％以上
　◇家庭学習時間に関わる項目…1時間以上の生徒９０％以上

１　思考力・判断力・表現力の育成を目指した授業づくりを行う。

　・生徒が自ら考えたくなる課題設定の工夫を研究する。

　・効果的な協働活動の工夫と深く考え表現させる工夫を研究する。

　・研究授業、公開授業を計画的に実施する。（講師招聘）

２　個に応じた学習活動・支援を充実させ意欲的に取り組ませる。

　・個別の学力実態を把握し一人一人丁寧に支援する。

　・ICT、タブレットを活用し、補習、加力学習を充実させる。

３　家庭学習を充実させる。

　・毎日の学習時間を把握し、内容の指導と支援を適切に行う。

【11】

学校教育目標 学校経営理念 学校経営方針

自立・協働・創造 「教師と生徒が共に育ち自立していける学校の創造」

「生徒一人一人の自立へ向けた教育に責任を持つ学校の創造」

「郷土への愛着と誇りを持ち、土佐清水市の未来を切り拓く人材
を育成できる学校の創造」

≪チーム清水中の構築≫
〇充実した社会に開かれた教育課程を編成する。
〇授業の工夫・改善、充実に努め、知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成を図る。
〇校内研修を深化させ、教師の資質、指導力の向上を図る。（教科会の充実）
〇生徒一人一人の成長を支え可能性を伸ばす教育活動を工夫する。
≪厳しい環境の生徒への支援≫
〇人権尊重の理念を全教育課程の基底に位置づけ、自分も人も大切にする教育を推進する。
〇生徒の実態の現状把握と分析を常時化する。
≪横断≫　〇学校・家庭・地域と連携し、開かれた学校づくりに努め、地域に貢献する。

研究主題

一人一人が課題意識を持ち、主体的に取り組める授業づくり
～深く考え、表現できる生徒の育成を目指して～

21 【学級数】 6 【3】 【児童生徒数】 186学校経営計画　＜令和２年度～令和４年度＞ 【学校名】 土佐清水市立清水中学校 【校長名】 斧川　哲也 【教職員数】


