
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と、
相互研鑽の機会拡充を図る
校内研修の継続

○授業と連動した家庭学習
や小テスト、プレテスト等を
活用した自主学習の定着支
援

○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

3.3

○毎時間の授業評価や「やまぐち学習支援プログラム」
の活用は共通理解のもとにきちんと実践されている。
○全ての教員はわかりやすい授業を心がけており、生徒
の８２％が「わかりやすい」と回答している。
○全国学習状況調査の結果から、３年生では毎日１時間
以上家庭学習を行う生徒が６８％で昨年度より５ポイント
増えている。しかし、２年生の学力定着状況から、生徒
個々の理解度や学習の定着の状況を把握しながら個別
の自主学習定着の支援が必要だと考える。

○課題や対策も明確であり、創意工
夫のあるきめ細やかな指導が施さ
れている。
○２年生に対する学習支援は急務
であり、生徒のやる気や達成感をも
たせるために保護者や地域の協力
が必要である。
○自主学習の取組に大きな差があ
るので、やり方についての個別の指
導・支援が大切である。

Ｂ

生
徒
指
導
・
教
育
相
談
・
特
別

支
援
教
育

自己指導力を高
める生徒指導の
推進及び生徒一
人ひとりを大切
にした教育相談・
特別支援教育の
推進

○自他の尊重に基づく自
律活動の徹底（身なり・学
習規律・黙想・無言清掃）

○教育相談の機会拡充と
取組の工夫及び多面的
な生徒理解のための情
報共有の徹底

○挨拶やきまりの遵守など自主的に
行っている生徒の割合
　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

3.4

○「挨拶やきまりの遵守」については、９８％の生徒が肯
定的に評価している。教職員の共通理解による協働実践
と、生徒会活動を中心とした自治的活動の相乗効果と思
われる。
○ 定期教育相談、生活アンケート、萩西ノート等を活用し
た生徒理解や生徒指導部会とその報告による情報共
有、スクールカウンセラーの活用の工夫を行ってきた。
「相談体制が整っている」と評価した生徒は６５％、保護
者６４％で、スクールカウンセラーの専門性をいかした生
徒・保護者・教職員との多様な関わり方を期待する声が
多い。

○地域や学校内での挨拶の声が大
きくなっており、小中共通実践事項
の取組に成果が見える。ＳＮＳの自
主規制についても、生徒・保護者・
学校が互いに理解しながら実施で
きていることが評価できる。
○教員は、生徒の悩みや思いをより
共感的に傾聴し、積極的に関わり適
切に対応する姿勢が今以上に求め
られる。

Ａ

「
心
・
命
・
健
康
・
安

全

」
の
教
育

道徳の授業及び
特別活動や総合
的な学習の時間
等での体験活動
の充実による心
豊かな生徒の育
成

○「志・郷土愛」をはぐくむ
道徳授業や体験活動の
充実および「命・健康・安
全」を重視した心の教育
の充実

○生徒の主体的な参画を
促進する学校行事・部活
動の運営

○生徒の「志」や目標をはぐくむ道
徳授業や諸活動を工夫して実践した
教職員の割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満

○学校行事や生徒会活動、部活動
に積極的に参加し満足感を得ている
生徒の割合
　４：８０％以上　３：６５％以上
　２：５０％以上　１：５０％未満

3.4

○「志や夢をもっている」生徒は７５％で１学期より２ポイ
ント上がった。保護者、教職員ともに職場体験学習や立
志式等の活動は、生徒に「夢」や「志」を抱かせるための
重要な取組だと感じている。特に今年度の教育文化講演
会は、生徒の心に強く響くものであったという声が多数で
あった。
○「満足している」と回答した生徒は９３％であった。生徒
が中心となり企画運営される体育祭や文化祭は、生徒が
主体的に取り組み、充実感を感じているようだ。部活動へ
の取組についても、目標を掲げ日々意欲的に活動してい
ることがアンケート結果から伺える。

○「心の成長」を図る様々な活動が
実施されている。夢や志をもたせる
と共に、その実現のための具体的
な進路学習も併せて行うとよい。
○生徒の思いを大切にした感動あ
る学校行事等により、生徒・保護者・
地域の方々の満足度も高い。今後
も生徒の主体的な行事等への参画
を図ってほしい。

Ａ

保
護
者
・

地
域
連
携
・
Ｃ
Ｓ

コミュニティ・スク
－ル推進のため
の家庭・地域と
の連携強化と双
方向の教育活動
の充実

○小・中共通テーマに基
づく地域ぐるみの取組の
企画・実践

○双方向の情報発信の
取組の工夫・改善

○地域の人材や施設などの教育資
源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

2.9

○小・中合同の学校運営協議会や地域協育ネットのしく
みはできたが、保護者や地域の方々への周知と具体的
な実践が課題である。
○１年総合的な学習の時間での博物館訪問学習、家庭
科の調理実習、学校保健安全委員会等では工夫を凝ら
した地域の人や施設の活用が増えた。その結果、生徒の
８９％、保護者の９１％が効果的と回答した。
○学年・学級通信や学校だより等の情報発信にたいして
保護者の８６％が「学校の様子がよくわかる」と回答した。
学級通信など学校からの積極的な情報発信を求める声
が多いので、HPを効果的に活用し、タイムリーな情報発
信に努めたい。

○多くのボランティアの方々の支援
を受け成果が上がっている。今後も
学校、家庭、地域の相互理解を深
めることが大切である。
○地域の方々へのコミュニティ・ス
クールや地域協育ネットについての
周知には時間がかかるので継続的
な努力をすること。学校保健安全委
委員会や教育講演会等にお誘いす
るとよい。
○地域の行事や活動に、部活動よ
りも優先して参加させる学校の意識
も必要である。

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

7　　次年度への改善策

○学校をあげての授業改善の取組は継続されたが、成果の面では課題が残る。基礎基本の定着に向けた徹底した個別支援の方策を実施することが急務である。
○挨拶についての生徒の意識は高い。さらに教育相談の充実に向けて、スクールカウンセラーのより積極的な活用を図る。
○夢や志をもたせる教育活動や学校行事、部活動に対する生徒・保護者の満足度は極めて高く、特に生徒の主体的な取組を反映させたことが評価されている。
○地域の人材や施設を活用した学習活動に対する生徒・保護者の評価が高い。コミュニティ・スクールや地域協育ネットの周知のために、HPの積極的な活用を図る。
○多くの教職員が業務の負担増を感じており、組織的な業務削減や業務の効率化を進める必要がある。

○基礎基本の理解が不十分な生徒には、教員に加えボランティアの方々の協力を得て放課後等を活用した個別支援を実施する。
○教育相談の充実のために、スクールカウンセラーとのより密接な連携を図る。
○学校行事や部活動に関して、生徒の目的意識（志に通じるもの）を高めて、主体性をより発揮させる活動に仕組んでいく。
○コミュニティ・スク－ルや地域協育ネットの周知のためにも、生徒の地域行事への参加や地域貢献活動を積極的に行い、また、学校の諸活動にも保護者や地域の方々の積極的な支
援をお願いする。
○学校全体で削減や効率化が可能な業務を洗い出し、相互理解のもとに負担軽減を進めていく。

2.6

○自分らしさを保持する
ための年休・振休の効果
的な取得と気兼なく取得
できる環境づくり

○計画的な年休取得が前年度より
増えた教職員の割合
　４：８０％以上　３　６５％以上
　２：５０％以上　１　５０％未満

3.2

6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

　　　　平成２７年度萩市立萩西中学校　学校評価書　校長名（内田　宏）　 　　　　　　　　　　　

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

2.4

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

 □　学ぶ楽しさを体感させ、確かな学力の定着を図る。（学習指導・キャリア教育）
 □　一人ひとりの存在感がある心が通い合う集団をつくる。（心の教育・生徒指導・特別支援教育）
 □　命を大切にし、心身共に健康で安全な生活を送るための意識と能力を育てる。（体育・健康・安全教育）

○メリハリある業務遂行
の意識化と支援体制充実
による負担軽減

○報告連絡相談を確実に行った教
職員の割合
　４：８０％以上　３　６５％以上
　２：５０％以上　１　５０％未満

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

○授業評価を活用して素早く生徒の質問やつまづきに対応するなどして、生徒が積極的に学習相談できるしくみを工夫する。
○家庭学習に関しては、授業と連動した課題の提示と生徒個々の状況に応じた自主学習への取組の指導を施す。
○教育相談の改善充実のために、ＳＣに助言を受けつつ生徒・保護者にとって相談しやすい体制づくりを進める。
○学校行事の充実・発展に関して、伝統を大切にする活動と生徒に思い切り企画立案・運営までを任せる活動の両方を仕組んでいく。
○部活動については、部全体や生徒個人の目標や意識を高める支援を施し、主体的な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－ルの充実に向けて、地域連携・地域貢献の取組と情報発信の活性化を進める。
○「報告・連絡・相談・徹底・確認」により教職員の一体感を高め、互いに業務改善に取り組む声かけを活発に行う。

１　学校教育目標

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

○生徒のことを思って対応すればす
るほど教職員の負担が増すことが
心配。教職員は心身の健康が大切
であり、自身の家庭も大切にしてほ
しい。
○業務が増えて、教職員の負担が
昨年以上に重くなっている。大胆な
改革による業務の削減が不可欠で
ある。
○会議の効率化など業務改善に向
けた組織的な取組が必要である。
○保護者や地域の方々の協力を得
て、教職員が「元気」「やる気」を維
持できる環境づくりを進めるべきだ。

○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

業
務
改
善

○分掌部会や学年部会等が適切に実施されており、共
通理解のもと組織運営がなされている。
○各分掌・担当において「報告・連絡・相談・確認」による
情報共有・行動連携に努めたが、時として情報が全体に
行き届かず対応が滞ることがあった。

○昨年度同様に分掌等により教職員個々の仕事量・負
担に軽重や格差があり、負担軽減と格差是正が進んでい
ない。
○多くの教職員が前年以上に業務が増加していると感じ
ており、優先して取り組むべき業務の精選と効率化の必
要性を指摘する声が多い。

○学年主任等の温かい声かけや教務主任による日課組
み替えによって、年休や振休が取得しやすい雰囲気やし
くみができている。
○長期休業中の研修や出張が増えて年休が十分に取得
できないという声や業務に追われて取得できないという声
は依然として多い。

C


