
評価点 成果○と課題▲

全国学力・学習状況調査で国・数・
理ともに県平均を上回る。

Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：県平均
Ｄ：上回ることができなかった

中間 B

〇目標を決めて，日々の学習を積み重ねることにより，意欲の向上
と学力の定着が図れた。
▲設問の意図を正確に読み取ること，活用問題に課題がある。

「基礎・基本」定着状況調査で国・
数・理・英ともに県平均を上回る。

Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：県平均
Ｄ：上回ることができなかった

中間 A

〇すべての教科で全国平均を上回ることができ，特に数学・英語に
ついて大きな成果があった。
▲思考力を問うタイプⅡの問題に課題がある。

ＣＲＴ（標準学力検査）で国・社・数・
理・英ともに全国平均点を上回る。

Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：全国平均
Ｄ：上回ることができなかった 最終

1年
B
2年
A

〇２年生においては，すべての教科で全国平均を５ポイント以上上
回った。
〇１年生は数学において11.3ポイント，他教科においても全国平均
を上回ることはできた。
▲１年生においては，３０％未満の生徒，無解答が多い生徒がい
る。

中間 A

◯課題発見・解決学習の単元開発を通して，生徒が既習事項から
解決しようとする意欲，習慣が定着している。
◯少人数指導を行っている学年で，自分の意見を理由を明らかに
して相手を意識した発表がよりできるようになっている。

▲一年生の②について，発表できる環境づくりも含めまだできてい
ない状況がある。

最終 A

〇すべての学年で県平均を５ポイント以上上回った。西中授業シス
テムにより，学習活動を意識して設定した授業づくりをすることで，生
徒が主体的に考え解決していく授業が作れた。
〇ＧＷを活用することで，よりわかってもらうための説明や発表をす
る必要性を生徒自身がわかった。
▲実際に人に伝えるための説明は難しく，苦労していたり良くしよう
と努力しているため，自信を持ってない。また学習が苦手な生徒の
中には，発表することをあきらめている生徒もいる。

中間 A

◯保護者協力を要請し，「やり切り期間」を設けたこ　とで，いいス
タートが切れ，必ずやるものという意識が定着した。
▲自主学習が難しい生徒，学習内容が実力向上につながっていな
い生徒がいる。

最終 A

〇部活動顧問への提出，管理職へのノート提出や「全員提出週間」
など新しい取組を導入しながら，生徒の意欲を引き出せた。また，や
らせきることで「やればできる」達成感や自信がついてきた。学習習
慣としても定着しつつある。
▲自主学習を基本とするが，自己に適した内容選択ができていない
生徒がいる。

中間 C

〇全校或いは学級という集団での取組を仕組んだ委員会は，その
評価を全体に返していく場が設定され生徒には達成感の持てるもの
となっていた。
▲活動の経過やその成果が明確に示されていない委員会がある。

最終 Ａ

〇学校としてのよき文化をつくり伝統としていこうという気構えを多く
の生徒は持ちつつある。
▲全委員会で，現在何を目指して取り組んでいるかが常時見える取
組や広報活動が必要である。

中間 B

〇諸活動の記録や活躍について掲示物やプリントを利用して広報
に努めた。
〇あいさつ運動やクラスメイトのよい所を探す活動の中に肯定的評
価を加えることで承認欲求を充足させることができた。
▲1学年は中学生への自覚という点で厳しい指導を必要とする場面
が多々あった。

最終 B

○小中合同の清掃活動や植栽活動は，中学生としての自覚や誇り
を持たせるに効果的であった。
▲生徒一人一人の経験を挑戦として捉え，まずは挑戦したことを承
認する教師側の指導・支援姿勢を構築する必要である。

中間 D

〇学級に割り当てられたローテーションでのあいさつ運動には生徒
はほぼ参加ができている。
〇空き缶等ごみ散乱防止キャンペーンには全校の81％の生徒が参
加した。

最終

あ
B

ボ
A

○生徒会主導のクラス毎の早朝挨拶運動は生徒の意識の中に定着
しており，担任の呼びかけも効果をなしている。
▲起床時刻の遅い生徒は，早朝の挨拶運動に参加しにくい実態が
ある。

中間 C

〇1学期末時点で，3学年とも昨年度の遅刻数より減少している。
▲特定生徒が繰り返し遅刻している。

最終 C

〇昨年度同時期には1クラスあたり1ヶ月の遅刻回数は17.７回であっ
たが，今年度は7.1回に減少。
▲特定生徒が繰り返し遅刻している。

○体力の向上

体力テストで，県平均を上回る。 Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：県平均
Ｄ：上回ることができなかった

・弱点補強を授業とリンクさせる。
・各自目標値を持って取り組ませる。 中間 A

〇県平均，全国平均，学校平均，昨年度の個人記録等目標設定し
やすい数値を示すことで意欲的に取り組めた。
▲1日の運動の実施時間が30分未満の生徒の割合が県平均，全国
平均より高い。
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校
生徒 ,保護者 ,
地域が誇れる
西中になる。

○情報の受信・
発信の充実

海田町学校教育意識調査の「子ど
もの学校の現状について」の満足
度が昨年度を上回る。

Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：昨年度と同じ（８０％）
Ｄ：上回ることができなかった

・学校から発信する各種通信やHPの充実を図
る。
・外部の方に学校の取組や生徒,　教職員の姿を
実際に見ていただく機会をふやす。

中間 A

○学力の向上や体力･運動能力向上，競技力向上事業，生徒の地
域での挨拶等の実態から肯定的評価が伸び，全体での評価も向上
した。また，これらの事実を意図的に保護者や地域に発信すること
で理解を得られた。

1年　56.3％
2年　79.6％
3年　87.9％
合計　74.0％

あいさつ
1年2.7％2年17.5％3年14.5％
ボランティア
1年57.3％2年88.9％3年71.0％

○基本的な生
活習慣の確立

月ごとの遅刻回数を昨年度より減
少させる。

Ａ：３回以内
Ｂ：６回以内４回以上
Ｃ：９回以内７回以上
Ｄ：１０回以上

○三点固定の徹底
・生活ノートを利用して指導を行う。
○個の指導の充実
・保護者との連携を密にする。

１年4.0回
２年14.8回
３年6.0回
合計8.3回

１年14.0回
２年1.25回
３年6.0回
合計7.1回

・生徒自治への指導・支援に関する教職員の研修とサポート態勢を確
立していく。

・小中連携の活動の中で，具体的な価値付けを行い，中学生としての
自覚とともに地域に貢献していく誇りを継続し培っていく取組を仕組
む。

・生徒一人一人，三点固定の就寝，起床時刻を丁寧に見取り，改善に
向けての指導と家庭との連携を積極的に行っていく。
・継続してグリーティングマスターズカードを実施し，挨拶文化を創り上
げていく。

・西中授業システムをベースに，より効果的なＩＣＴやＧＷの活用によ
り，多様な考え方があること，さらに統合することで深い学びになること
を体感させる場面を作る。
・意識して発問することで，根拠を明らかにして説明する場面を多く設
ける。より良い表現や，工夫について，授業等で共有していく。

・年度当初に家庭学習の取組方法について授業で取り上げ，家庭と
の連携を密にして，習慣化させていく。
・学力差を鑑み，支援の必要な生徒には積極的に適した課題を指
示，提供するなど，より個に応じた取組とする。

①　１年　２年 　３年
 　　 81　  90　  91
　　(中2県平均73.2)
② 　62　  84　  76
　　(中2県平均56.2)

①　１年　２年 　３年
 　　 88　  92　  94
　　(中2県平均73.2)
② 　67　  73　  73
　　(中2県平均56.2)

確
か
な
学
力
の
育
成

夢の実現に向
けた学力の定
着

○学習習慣の
定着

自主学習ノートを毎回確実に提出
する。（毎回の提出率）

Ａ：８０％以上
Ｂ：７０％～８０％未満
Ｃ：６０％～７０％未満
Ｄ：６０％未満

○適切な課題の提示
・生徒自らが達成感を持て実力がついたと実感で
きる課題の選定を行う。
○個の指導の充実
・声かけだけでなく出し切らせる指導の徹底と保
護者連携を密にする。

　 　１年   ２年   ３年
国　85 　82　 90
数　81 　80 　94
英　83 　82 　85
　 　１年   ２年   ３年
国　97  100　 92
数　95 　95 　86
英　90 　82 　86

○求められる学
力の定着
○授業力の向
上

中学校区研究統一成果指標
①授業では, 解決しようとする課題
について「たぶんこうではないか」
「こうすればできるのではないか」と
予想しています。②授業では,　自
分の考えとその理由を明らかにし
て,　相手にわかりやすく伝わるよう
に発表をくふうしています。
と答える生徒の割合が県平均を上
回る。

Ａ：５ポイント以上
Ｂ：１ポイント以上～５ポイント未満
Ｃ：県平均
Ｄ：上回ることができなかった

○挑戦する心を育てる.
・HRでの学習,  西中検定等の取組で学習の基礎
を培い更なる目標を持たせる。
○授業力の向上
・西中授業システムをベースに主体的な学習活
動のある授業づくりを行う。
・ICT活用で目的意識を明確にし意欲を高めグ
ループワーク（GW)を効果的に取り入れる。
・校内研修会を行い,　すべての教員が学習指導
案を書き,　授業を公開する。
・中学校区の合同研修会で小学校との連携を深
め,系統的な学びができるような研究を行う。

１年84.3(80.3)
２年84.7(78.9)
３年88.7(84.1)
合計86.1(80.8)+5.3

・ＳＨＲ時に担任は肯定的評価を交えて心温まる話をする。
・「1年生のステキくん，ステキさん」を学校全体の取組としていく。

・実態を全教員で把握するとともに，特定生徒への手立てを学年で十
分に協議し対応していくとともに，保護者連携を密に行う。

・県平均・全国平均以下の種目については，体育の補強運動等で改
善をすすめ，再度測定を行い検証する。

夢の実現に向
け行動できる
たくましい体の
育成

生徒があいさつ運動へ５回以上，
ボランティア活動へ２回以上参加す
る。

Ａ：８０％以上
Ｂ：７０％～８０％未満
Ｃ：６０％～７０％未満
Ｄ：６０％未満

・率先垂範の姿勢を見せる。
・グリーティングマスターズカード等の取組などで
意欲を向上させる。

あいさつ
1年57.7％2年89.4％3年75.8％
ボランティア
1年88.3％2年89.4％3年93.0％

・生徒指導規程を適正に実施する。
・学期始まり，冬季の指導強化と特定生徒保護者との連携を図る。
・朝のＳＨＲの待ち受け態勢をつくる。

健
や
か
な
体
の
育
成

１年6.5ポイント
２年7.0ポイント
３年7.5ポイント
合計7.0ポイント

豊
か
な
心
の
育
成

夢の実現に向
けた心の育成

○生徒会活動
の活性化

○体験活動の
充実

○道徳的実践
力の向上

委員会ごとに学校教育目標達成に
かかわる取組の企画を立て実施す
る。

生徒の自尊感情を高める
　肯定的な回答が全校で８０％以上
（心の元気アンケート「自分のよさは
まわりの人から認められている」項
目）

Ａ：すべての委員会
Ｂ：４委員会
Ｃ：３委員会
Ｄ：２委員会以下

Ａ：８０％以上
Ｂ：７０％～８０％未満
Ｃ：６０％～７０％未満
Ｄ：６０％未満

・全校生徒が共通の意識で取り組み達成感を持
つことが出来る企画ができるよう委員会指導を行
う。

・体験活動の意義を説明し,生徒に意欲を持たせ
る。
・タイミングの良い肯定的評価を学校,保護者,地
域が一体となって行う。

学級委員会
図書委員会
保健委員会

学級委員会
図書委員会
保健委員会
美化委員会
文化委員会
１年　60.0％
２年　76.2％
３年　79.7％
合計 71.5％

・学校だよりやHPなどでのPRや実際に来校いただき校内を見ていた
だくことにより本校の取組の理解につなげていく。
・町の行事に積極的に参加する。

　平成２７年度　学校評価表 (年度当初改訂）【最終評価】

・課題設定等，導入部分の工夫に取り組み，主体的な学びにつなげ
る。
・生徒が発表，意見を述べる場面を設定する授業づくりをする。
・効果的にグループワークを仕組み，相手を意識させた授業を構成す
る。
・すべての意見が授業を作っていることを理解させ，肯定的評価に心
がけ，自己有用感を感じさせる。

・学習習慣の定着のため，個別で家庭との連携を図りつつ，習慣化す
るまでは個に対応した課題の指示などよりていねいな指導を行う。

・生徒指導部内で月ごとに各委員会の企画・実践を集約し，助言して
いくシステムを構築する。

・小中連携の活動の中で，具体的な価値付けを行い中学生としての
自覚とともに誇りを培っていく。

・個別指導等の機会を作り，個に応じた学力の定着をさらに図ってい
く。
・町の学力調査等を活用し，生徒の課題を明らかにし，課題に応じた
取組を確実に仕組んでいく。

海田町立海田西中学校　　

目標達成のための具体的方策
自己評価

改善策

・県の報告書を活用し，課題を明確にした上で，授業,家庭学習,HR学
習,朝学習が好循環となる取組を強化する。
・課題発見・解決学習による単元開発を行い，協働して既習事項を活
用する場を積極的に設定することで，活用力を培う。

・県の報告書を活用し，課題を明確にした上で，授業,家庭学習,HR学
習,朝学習が好循環となる取組を強化する。
・西中授業システムをベースにICTを効果的に用いて主体的な学びの
創造をさらに進めていく。

国A78.0(76.5)+1.5　B70.5(67.0)+3.5
数A73.7(64.6)+9.1　B49.9(42.7)+7.2
理　57.2(52.2)+5.0

国79.1(73.6)+　5.5
数85.8(70.4)+15.4
理56.3(50.2)+　6.1
英82.6(68.2)+14.4

     　 １年　　　　　　　２年
国 75.9(72.5)+ 3.4   76.3(68.1)+ 8.2
社 60.7(59.5)+ 1.2   68.9(61.5)+ 7.4
数 77.0(65.7)+11.3   80.7(59.5)+21.2
理 66.6(63.5)+ 3.1   71.0(60.2)+10.8
英 65.3(62.2)+ 3.1   67.4(55.5)+11.9

評価結果中期経営目標 短期経営目標 評価項目
　　　　　評価指標
A：達成　　 　B：概ね達成
C：もう少し   D：できなかった

学校教育目標 夢の実現に向け，自ら考え,行動できるたくましい生徒の育成 ミッション 信頼され誇れる学校 ビジョン 「一歩前へ」 果敢に挑戦

Ａ：達成 Ｂ：概ね達成 Ｃ：もう少し Ｄ：できなかった


