
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 Ａ

〇すべて5ポイントを大きく超える結果となった。年間を通して生徒に
目標をもたせ意欲的に学習させることができた結果である。
▲日常生活にあまり使われない語彙，慣用句に課題がある。既習事
項を日常生活と関連づけて考えることに課題がある。

「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 Ｂ

〇すべての教科で県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。
▲文章から情報を読み取り整理，把握し，活用していくことに課題が
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 Ｂ

〇２年社会科以外は全国平均を上回ることができた。特に１年数学
は13.5ポイント，２年数学・英語では20ポイント以上も全国平均を超
える結果であった。
○５教科平均では１･２年ともに全国平均を５ポイント以上上回った。
▲無解答のまま終わっている生徒が数名，正答率３０％未満の生徒
が各学年ともにいる。

中間 Ａ

◯全学年県平均を10％以上超え，あきらめずに解き，自分のことば
で説明しようとするようになってきた。
▲「うまく言おう」「正解でないといけない」という思いから発表できな
い生徒もいる。

最終 Ａ

◯全学年県平均を5％以上超えている。既習事項を活用して課題を
解決しようとする姿勢が定着してきた。個人思考から，対話的な学習
を通して，深い学びへとつなげていく学習ができてきていると考え
る。
▲②については，学年による差が大きくなっている。発表できる生徒
が多くなっている一方，意見が発表しにくい生徒もいる。

中間 Ｂ

○平均92.0％の合格率で，最終テストまで意欲的に取り組む姿勢が
見られた。
▲2年数学，1年英語，3年英語が90％を超えなかった。1年英語に
ついては，特に課題があると捉えている。

最終 Ｂ

○全学年合計の合格率は国語・数学では目標の90％を超えた。不
合格であっても最後まで努力する姿は見られた。
▲2年数学，1年英語，2年英語が90％を超えなかった。

中間 Ａ

〇生徒会活動が,より全体に働きかける取組が仕組まれたこと。また
随時肯定的評価がなされた結果だと考えられる。
▲時間的制約の中で生徒会執行部と各委員会担当教諭との話し合
いの場が持ちづらい状況にある。

最終 Ａ

〇生徒会執行部を中心として，校内外への活動を数多く仕組み，校
内のみならず，外部からも肯定的評価をいただき，誇りと自信をもつ
ことができた。
▲中間との比較で，1，2年生の肯定的評価が減少しており，自尊感
情の持てない生徒が若干名増えている。

中間 Ｂ

〇肯定的評価は71％。生徒会活動が,より全体に働きかけ随時評価
していくものとなっている結果だと考えられる。
▲身近な仲間や保護者からの肯定的評価の重要性をいかに伝えて
いくかが課題である。

最終 Ｂ

〇空き缶等散乱ゴミ追放キャンペーンや,小中連携における清掃活
動,植栽活動を通して,生徒会活動を活用したこと,またその中で生徒
自身が校内外での役割を意識できたことが成果である。
▲客観的な物事への見方から，厳しく自己を振り返る生徒がいるも
のの，何事にもネガティブな捉えをする生徒がいる。

中間

Ｃ
・
Ａ

〇「無言掃除」に向けての具体的対策を設けることができた。
▲無言掃除に関して，やらされ感覚の払拭。
〇ボランティア手帳の配付により関心・意欲の高まりが見えた。校内
でのボランティア参加は積極的に行えている。
▲地域ボランティア参加への関心・意欲の高まりが課題である。

最終

Ｂ
・
Ａ

〇「無言掃除」に向けて，毎回美化委員長の校内放送による動きの
指示や集会における委員会の呼びかけが大変効果的であった。
▲「いつもできている」と回答する生徒は73％にとどまり,「だいたいで
きている」とする生徒が２５％いる。
〇ボランティア手帳の配付により関心・意欲が高まった。部活動を母
体としたＶＳ活動の輪は広がり，積極的に行えている。
▲ボランティア活動に対して，自ら関心・意欲をもって実践できるか
は課題である。

中間

Ａ
・
Ａ

〇生活ノートに日々の起床時刻を記入させることで指導を個別に行
うことができた。
〇学級活動において全学年，食育に関する授業を設け，特に朝食
の重要性について理解させることができた。
▲なかなか改善に至らない生徒の自覚をいかに促していくかが課題
である。

最終

Ａ
・
Ａ

〇「3点固定(起床・就寝・家庭学習開始時刻)」を呼びかけ，日々の
生活ノートへの記帳をさせることで，個別指導することができた。
〇海田高校生徒訪問による食育に関する話は有意義であり，食の
重要性を理解させるに足る内容であった。
▲中間との比較で，定時起床，朝食摂取の有無ともに，1，2年生の
肯定的評価が減少している。

○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日の運動時間が０分と答える生徒への個別の手立てをいかに行
うかが課題である。

信
頼
さ

れ
誇
れ

る
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校

生徒 ,保護者,
地域が誇れる
西中に

○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 Ｂ

○学力の向上や体力･運動能力向上，暴力・いじめを許さない取
組，競技力向上事業，情報機器の活用，生徒の地域での挨拶等の
実態から全てのアンケート項目において前年度よりも肯定的評価が
伸び，全体での評価も向上した。

〇肯定的評価135　(71％)
　 否定的評価56(29％)

・生徒の主体的な活動を支援していく体制を教職員で創りあげ，学級
集団として生徒一人一人がその活動に積極的に関わるよう仕組む中，
「やってよかった」，「やりきった」という達成感を味わわせていく。
・1，2年生は進級するにあたり，新入生に対してどんな学校文化を示さ
れるかを考えさせながら，委員会活動における新たな取組を模索させ
る。

・夢や目標を持ち，それに向け継続して努力することの大切さを教育
全般において伝えていく。特に学級担任は，生徒の自分に向けるポジ
ティブな言動に対しては積極的に肯定的評価を与えていく。

・無言掃除は，生活面における最優先課題であり，同時に100％達成
可能な取組であることを生徒に伝えていく。
・無言掃除に対し「だいたいできている」とする２５％の生徒をより習慣
化させ「いつも－」と回答できるようにさせることで,無言掃除を常態化さ
せ，否定的評価の生徒を肯定的評価へと引き上げる。

・課題発見・解決学習の単元開発を通しての主体的な学びがすべて
の教科で実践され，生徒主体の学びがよりすすめられるようにする。
・より良い発表がより良い理解，学びにつながることを生徒，教師共に
再認識し，相手意識をもって理由を明らかにした発表をしようとする意
欲をもたせる授業づくりを考えていく。
・GWの効果的な活用方法を研究し，進めていく。

・西中検定そのものは生徒の中で定着した。合格させるための時間の
確保も含めて計画を立てる。
・さらに問題の精選等を行いながら，生徒にとって「やればできる」と思
える経験と評価のできる取組にしていく。

①１年　　２年　  ３年 (中2県平均72)
 88(+16)　85(+13)  82(+10)
②                     (中2県平均57)
 82(+15)  67(+10)  78(+21)

①１年　　２年　  ３年 (中2県平均72)
 97(+25)　96(+24)  95(+23)
②                     (中2県平均57)
 64(+7)   81(+24)  76(+19)

確
か
な
学
力
の
育
成

学力で一歩前
へ果敢に挑戦

○学習意欲の
向上

生徒が主体的に学習し，西中検定
に合格する。

A::９０％以上
B：８０％以上
C：６０％以上
D：６０％未満

　  　　 １年　　２年　　３年
国語 　　92.3　　95.0　　98.4
数学　　 98.5    89.6    98.4
英語     76.9    92.3    86.9

　  　１年　 ２年　３年   全学年
国語 　95.3　98.0　99.2 　 97.5
数学　 99.2  89.2  96.7    95.1
英語   83.7  89.2  90.2    87.7

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

○テストの無解
答率ゼロと通
過率の向上

○授業力の向
上

○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96.0(84.3)
２年87.2(84.7)
３年87.9(88.7)
合計90.1(86.1)+4.0

・委員会活動を充分に活用し,継続した無言掃除への取組を行う。
・心の元気事業の小中合同清掃活動による地域への愛着や貢献の感
情を育む。

・改善のみられない生徒に関しては,継続して保護者連携していくとと
もに個別の生活習慣チェック等による生活改善への手立を講じる。

・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していく。
・文化系の部活動にも定期に運動を仕組んでいく。

たくましい体で
一歩前へ果敢
に挑戦

無言掃除ができるという生徒を
１００％にする（生徒指導部作成の
生活実態調査による）

ボランティア活動を年5回以上行っ
た生徒を８０％以上にする（ボラン
ティア手帳による回数）

Ａ：１００％
Ｂ：８０％～１００％未満
Ｃ：６０％～８０％未満
Ｄ：６０％未満

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

・無言掃除の意義を説明し,教師が率先垂範し
生徒に意欲を持たせる。

・ボランティア手帳を作成し意欲を高める。
・年2回の空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンの
清掃活動は積極的に参加を促す。
・VS活動への呼びかけを積極的に行う。

〇「無言掃除が行えたか」の設問に対して,
肯定的評価192（98％）
否定的評価４（２％）
ボランティア手帳
５回以上の記載 197(94.7％)

・アンケート結果を随時，保護者に提示し協力を求めていくとともに，
個別指導を徹底していく。
・食育に関する学級指導の時間確保を行い，学期に1回は朝食の意義
について考える時間を設ける。

○道徳的実践
力の向上

〇肯定的評価149　(74％)
　 否定的評価53(26％)

〇「無言掃除が行えたか」の設問に対して,
肯定的評価156（79％）
否定的評価42（21％）
ボランティア手帳
５回以上の記載　193（92.8％）

○基本的な生
活習慣の確立

決めた時刻に起きている生徒の割
合を８０％以上にする（全国学力・
学習状況調査・基礎基本定着状況
調査「毎日,同じ時刻に起きていま
すか」項目）

朝食を毎日食べている生徒を
９０％以上にする（全国学力・学習
状況調査・基礎基本定着状況調査
「朝食を毎日食べていますか」項
目）

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

Ａ：９０％以上
Ｂ：８０％～９０％未満
Ｃ：７０％～８０％未満
Ｄ：７０％未満

健
や
か
な
体
の
育
成 １年6.0ポイント

２年6.0ポイント
３年7.0ポイント
合計6.3ポイント

豊
か
な
心
の
育
成

豊かな心で一
歩前へ果敢に
挑戦

○生徒会活動
の活性化

集団により貢献していこうとする意
識を高める（QUアンケート「みんな
のためになることを自分で見つけ実
行している」項目）

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

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

・委員会活動の取組が生徒一人一人のものとな
るよう,また地域・保護者へ発信する広報活動を
推進していく。
・委員会の取組に則り優れた学級,生徒へは積
極的に全体の場で肯定的評価を行う。

・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。

〇肯定的評価165(81％)
　 否定的評価39(19％)

〇肯定的評価176　(85％)
　 否定的評価31(15％)

○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。
・保健だよりで基本的生活習慣について啓発す
る。

〇学期1回,学級活動で食に関する指導を行う。
〇保健だよりで食習慣について啓発する。

起床時刻肯定的94.9％否定的評価5.1％
朝食肯定的96.3％　否定的3.7％

起床時刻－肯定的評価91.8％否定的評価
8.2％
朝食－肯定的93.4％　否定的6.6％

・学校だよりやHPなどで学校での活動のPRや実際に来校いただき子供の活動
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し，西中の果敢に挑戦する姿をみていただく。

　平成２８年度　学校評価表 (最終）

・課題発見・解決学習の単元開発を通して，解きたい，聞きたい，説明
したいという主体的な学びを作り出す。
・GW（グループワーク）を組み込むことで少人数での意見交流などを
活用して，発表場面をより多く設けていく。

・合格までのプロセスを学習習慣の定着に結びつけるとともに，生徒に
やってよかったという達成感を持たせる取組にしていく。
・基本をおさえる絶好のチャンスと捉え，生徒の合格への思いをくんだ
補習学習等を行っていく。

・週毎に行われる生徒指導部会において,各委員会の進捗状況の把
握に努め,委員会活動がマンネリ化しないよう，生徒企画をしっかり支
える指導体制をとり，文化祭発表等へと繋ぐ。

・小中連携における子ども会議,清掃活動や植栽活動を通して,中学生
としての自信や誇りを持たせるとともに,活動成果等のアピールを校内
はもとより地域・保護者に行っていく。

・目標が達成できた教科は，西中検定や研究授業など，日ごろから取
組を行っている教科であった。効果があった取組は引き続き行うととも
に，各教科でＰＤＣＡを行い，授業改善を進めていく。
・無解答率が高くなっている生徒については，意欲をもって取り組める
ような支援や取組が必要である。教科，学年を超え，家庭も巻き込ん
だ取組やサポート体制を考案，実践していく。

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

・日常生活と関連づけることで，知識の定着,さらなる学びへとつなげる
取組を行っていく。そのために広島版「学びの変革」アクション・プラン
の推進と学校生活すべてを学びの場とする取組を進めていく。

・学習が苦手な生徒も意欲を持って取り組もうとする態度が身につきだ
している。引き続き目標を持たせ，自らが学習に向かうことができる生
徒にするとともに，解いてみたくなるような教材，課題，単元開発に努
めていく。

国語A：82.6　(+ 7.0)
国語B：76.5  (+10.0)
数学A：77.0  (+14.8)
数学B：62.6  (+18.5)

国語：75.7   (+ 6.0)
数学：81.4   (+14.6)
理科：54.6   (+ 2.8)
英語：84.2   (+14.6)

　　　１年　　　　　  ２年
　国語：76.3 (+ 3.2)   71.8 (+ 3.8)
　社会：64.1 (+ 4.7)   51.9 (- 1.9)
　数学：79.3 (+13.5)   79.2 (+20.8)
　理科：59.7 (+ 1.3)   62.1 (+ 0.3)
　英語：69.2 (+ 6.3)   78.5 (+20.9)
５教科：69.7 (+ 5.8)   72.9 (+13.0)

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 一歩前へ！果敢に挑戦 －夢を志にー 行動できるたくまし ミッション 「西中だからこそ」の教育の創造 ビジョン 信頼され誇れる学校

Ａ：達成 Ｂ：概ね達成 Ｃ：もう少し Ｄ：できなかった


