
１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析

学校関係者からの
意見・要望等

評価

教
育
課
程
・

学
習
指
導

学習指導の工
夫・改善と、基礎
的・基本的な知
識・技能の定着

○学力向上プラン・授業評価・
やまぐち学習支援プログラムを
生かした授業改善

○家庭と連携し、家庭学習や
定期テストを活用した学習習慣
の定着

○授業が「わかる」「できる」と感じる
生徒の割合
　４：８０％以上　　　３：６５％以上
　２：５０％以上　　　１：５０％未満
○家庭学習時間か昨年度より増加
した生徒の割合
　４：８０％以上　　　３：６５％以上
　２：５０％以上　　　１：５０％未満

3

○教師の意識と生徒の実態との間に若干の隔たり
があるように感じる。数値評価の差を高い数値で三
者同じにすることが課題である。また、やまぐち学習
支援プログラムは評価問題以外の活用が必要であ
る。
○家庭学習に対する生徒の意識が低い。また、家
庭への学校からの働きかけは主としてプリント配布
だが、保護者まで渡っていなかったりざっと目を通す
だけであったり十分に効果が上がっていないと思わ
れる。

○家庭学習の最大の課題
である家庭と連携して工夫
する必要がある。
○プリント配布時にメ－ル
配信をするなど配布の仕方
を考えては見てはどうか。
○生徒のレベルに応じた先
生の数が必要ではないか。
○現状をとらえ実によく分
析している。その努力が学
習意欲につながると思う。

Ｂ

生

徒

指

導

・

教

育

相

談

・

特

別

支

援

教

育

基本的な生活習
慣、秩序・規律を
大切にした生徒
指導の充実及び
特別支援教育の
推進、体育・健康
教育の充実

○自律活動の徹底（挨
拶・身なりの徹底・１分前
着席・黙想・無言清掃）
 
○定期教育相談の実施
及び随時相談窓口の開
設・周知

○挨拶やきまりの遵守など自律的
に行える生徒の割合
　４：８０％以上　　３：６５％以上
　２：５０％以上　　１：５０％未満
○困った時や悩み事がある時に支
援（学習支援・悩み相談等）体制が
整っていると感じている生徒の割合
　４：８０％以上　　３：６５％以上
　２：５０％以上　　１：５０％未満
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○自律的に挨拶やきまりの遵守に取組生徒の割合
は、極めて高く自主的な取組が定着している。また、
校外生活でも積極的に挨拶やきまりの遵守に取り組
んでいる。
○困ったことや悩み事がある時、担任・教育相談担
当・ＳＣなど相談しやすいと感じている生徒の割合は
65.0％で教職員、保護者の意識に比べて低い数値
であり生徒は相談することに抵抗感を感じているよう
である。定期教育相談だけでなく随時相談を受け付
ける体制や相談ポストの活用の仕方について生徒
に周知する必要がある。

○様々な取組が実施され
着実な向上が見られてい
る。
○教育相談については個
別の対応・声かけが必要で
はないか。また家庭・地域
からの情報提供も必要だと
思う。
○挨拶はよくできていると
思う。
○月１回程度先生と話がで
きる機会を作ったり萩西ノ
－トの有効活用を考えたり
してはどうか。

Ｂ

特
別
活
動
・

健
康
・
安
全
教
育

道徳の授業及び
体験活動の充実
による心豊かな
生徒の育成

○道徳授業の情報の共
有による心の教育の充実

○積極的・意欲的に参加
できる学校行事・部活動
の計画

○道徳教材の共有した割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満
○生徒会活動および学校行事に積
極的に参加し、充実感を得ている生
徒の割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満
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○道徳の授業時間はきちんと確保されており、担任も年
間計画に基づき、授業実践に取り組んでいる。また、人
権強調旬間を通して、各学年における道徳授業の教材
研究や指導案作成などの取組もよくなされている。
○体育祭や文化祭などの行事に対して、担当教員が早
めに実施計画を出し、各部署で責任をもって取組がなさ
れているので生徒も充実感を感じている。また、部活動
では教師と生徒が概ね目標や課題を共有し活動してい
るので生徒の割合は89.4％と高い割合を示している。

○道徳・学校行事・部活動とも
に十分な取組が見られている。
引き続き継続して活動してほし
い。
○生徒各自の役割と達成感が
大事になってくるのではない
か。
○生徒一人ひとりの自主性を
感じる。
○部活動では生徒の意欲が結
果に結びつくとますます盛んに
なると思う。

Ａ

保
護
者
・

地
域
連
携

家庭・地域との
密接な連携によ
る信頼関係の構
築と教育活動の
充実

○萩西サポ－トクラブの
周知と事業の継続

○積極的な情報発信の
取組の工夫・改善

○学校支援ボランティアなど外部人
材・施設を活用した教職員の割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満
○各種通信・HPで学校の様子がよ
くわかったと感じる保護者の割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満
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○外部指導者の活用は、保護者、生徒とも効果的である
と感じており、教職員も機会をとらえて活用している状況
が見られる。「萩西中おもだか会」も今年度より発足して
おりコミュニティ・スク－ルへ向けて移行の準備をしてい
る。
○各種通信は昨年度に続き積極的に発行しているが生
徒、保護者の数値には開きがある。HPについては学期
ごとの更新となっており、今年度から始まったメ－ル配信
同様こまえに発信する必要がある。

○十分連携できているので継
続してほしい。また、「萩西中お
もだか会」は高く評価できると
思う。地域住民が求めるコミュ
ニティ・スク－ルの発展を願う。
○メ－ル配信の有効活用が必
要。
○町内行事に中学生になって
も参加して欲しい。また萩は伝
統的にPTAや地域が協力する
風土がある。

Ｂ

学校の組織等

機能する校内組
織づくり

日常的な業務

業務の効率化

勤務状況

勤務状況の改善

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

7　　次年度への改善策

教育目標・・・・・・自主的で実践力のある心豊かなたくましい生徒の育成
中・長期目標・・・挨拶が飛び交う学校、清潔で美しい学校、歌声が響く学校、安心・安全な学校、開かれた学校
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○組織として機能していることから、高い数値が読
み取れる。今年度は、こまめに共通理解及び周知徹
底を図るため会議も開かれているが、時間の短縮に
努め、大変スム－ズに運営されている。

○役割分担による業務の
スリム化と支援体制によ
る効率化

○教職員全体で退庁時間の早
期化、年休取得に取り組んで
欲しい。
○コミュニティ・スク－ルが業務
改善のブレ－キにならないよう
に運用・対策が必要になると思
う。
○臨機応変が肝要である。
○仕事を効率よくできる人材を
増やせばよいという問題ではな
い。先生方も精神的に充実して
いたら生徒も充実するだろうと
考える。
○業務改善については、教職
員一人ひとりの意識が重要に
なってくる。

業
務
改
善

○家庭学習についてはアウトメディアを進めたり課題の出し方を工夫したりして家庭と連携してひとり一人の生徒に適切な指導を実施する。
○授業改善の研修を本年度同様に進め生徒の学習意欲の向上や小テストの実施などを通して個々の生徒にあった指導法を実践する。
○通級指導教室の周知について抜本的に考えるためプロジェクトチームを立ち上げ生徒・保護者に啓発していく。
○教育相談の充実を図るために定期教育相談だけでなく随時相談を受け付ける体制や相談ポストの活用の仕方について生徒に周知する。
○学校行事を充実させるために、生徒による企画・立案・運営などより多く出番があり達成感が味わえる活動を仕組んでいく。
○部活動の取組については生徒に目標や課題を明確にもたせながら計画的に運営を進め活性化させるように努める。
○コミュニティ・スク－ルに向けて本年度発足した「萩西中おもだか会」を中心に先進校視察や講師を招き組織作りを積極的に進める。
○業務課題の整理・見直しを引き続き行いＩＣＴの活用や会議時間の短縮、教職員全体の協働の雰囲気を作っていく。
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○役割分担はよくできており、業務のスリム化について
は教職員全体が心がけているが、スリム化＝改善では
ない。特に生徒に関わることは、より丁寧に対応せざるお
えないので、時間がかかっても仕方ない部分もある。

○長期休業期間の効果
的活用による年休・振休
の取得

○計画的な年休取得日数の増加
　４：２日以上　　３：１日程度
　２：同程度　　　１：減少

○報告連絡相談が徹底した運営が
行われていると感じる教員の割合
　４：８０％以上　３　６５％以上
　２：５０％以上　１　５０％未満

○研修部の取組により教員の授業改善の意識は向上しているが、生徒・保護者にその取組が定着していない。家庭学習では宿題ホワイトボ－ドの活用やア
ウトメディアと連携して量と質の充実に向け全校体制で取り組む必要がある。また通級指導教室の周知と活用について生徒・保護者に啓発する必要がある。
○自律活動（挨拶・身なりの徹底・きまりの遵守）については、生徒の意識は高まっており校外生活についても充実した過ごし方が伺える。教育相談について
は生徒・保護者とも数値が低く、もっと気軽に相談できる体制を構築していきたい。
○道徳授業については授業時数も確保され内容も充実しており生徒・教員の数値も高い。今後は道徳推進教師を中心に研修を深め充実させたい。学校行事
に対する生徒の評価は極めて高くより自主性を重んじた活動が求められる。部活動に対しては概ね生徒・保護者の満足度が高く継続した活動が望まれる。
○地域連携は外部指導者の活用や校外施設での学習活動に対する生徒・教師の数値が高く昨年度より充実している。情報発信については学校だより等大
変充実している。ＨＰについては今年度から開始した「メ－ル配信システム」と並行してこまめに外部に情報発信していく必要がある。
○業務改善の中で各主任を中心とした部会・委員会等の校内組織の運営ついては効率的に取り組んでいた。業務の役割分担も昨年度の反省に基づき均等
に分配されていたが勤務状況については仕事量の増加に伴いなかなか改善されない現状がある。

○長期休業中に多くの行事や校内の活動が組み込まれ
なかなか年休や振休が取得できない現状がある。部活
動等担当しているとなかなか休みがとれないが、計画的
に取得したり取得しやすい雰囲気作りと一人ひとりの意
識を変えていく必要がある。

Ｃ

4
○各主任を中心とし機能
する部会・委員会等校内
組織の運営

参　考

平成２５年度　萩市立萩西中学校　学校評価書  校長名（新川美水）　　　　　　　　　　　

○家庭学習の時間確保については、学習サポ－トブックの見直し及び活用を含めた家庭学習記録表の作成など積極的に啓発を進める。
○少人数指導は、生徒・保護者の要望が高く、今年は数学で実施する。
○通級指導教室については、昨年度以上にシステムの説明や支援が必要な生徒・保護者に対する積極的なアプロ－チをする。
○定期教育相談形式を工夫することや、スク－ルカウンセラ－の活用の幅を広げるように取り組む。
○学校行事を充実させるために、生徒による企画・立案・運営など生徒の出番がより多くなるような活動の工夫をする。
○部活動の取り組みについて、目標や課題を明確にした指導を進め、生徒の主体性につながる指導をすすめる。
○学校支援ボランティアなど外部人材の積極的な活用と萩西サポ－トクラブの拡大に努める。
○業務課題の整理・見直しを行い、同時に校務分掌を適切に割り振りし、教職員の意識改革をすすめる。

○退庁時間の早期化(昨年度比)
　４：平均１５分以上　３　１５分未満
　２：昨年と同程度　１　遅延

 □　学習指導の工夫・改善。
 □　心の教育の充実。     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      □　特別支援教育の推進、体育・健康教育の充実。
 □　生徒指導の深化・充実。           　　　　　　　　　　　　　　　 □　開かれた学校づくりの推進。


