
平成２８年度 自己評価及び学校関係者評価書【  Ⅲ 期  】   玖珠町立〔  森  中  〕学校 

１ 本年度の教育目標 

 自分を律し 夢や目標に向かって ともに磨きあう生徒の育成 

２ 本年度の重点目標 

○基礎学力の定着    ○生徒会活動の活性化 

３ 評価結果                                                      （評価） ４：達成   ３：ほほ達成   ２:やや未達成   １：未達成 
重点 

目標 
達成指標 重点的取組 取組指標 評価指標 達成状況・成果・課題 評価 改善策（案） 学校関係者評価 

基
礎
学
力
の
定
着 

○生徒アンケート 

「授業で１日、自分の考えを発

言することができた（班学習で

の学び合いを含む）。」 

70％以上 

○全教職員で森中スタンダー

ド(①～⑦)の共通認識を深め

るとともに、その授業実践を

行う。 

○授業者が「⑥考えを整理する表

現方法の工夫」「⑦理解を深める

小グループ活動」を意識した授

業を各単元で最低２回は実践す

る。 

・生徒アンケート 

 

 

 

・教職員アンケート 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「授業で１日１回以上、自分の考えを発言することができ

た」 １年生 65.6%(＋9.3)  ２年生 59.0%(－15.4) 

   ３年生 84.4%(＋0.3)  全 校 70.7%(－2.3) 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  58.3％ 

４ 

 

○「森中スタンダード」の更なる推進に務

める。 

・生徒の主体的活動の場(考える時間や

発言する時間等)の保障 

・ペアや小グループ活動の一層の推進 

・自分の意思を表明す

ることは大切。 

 

 

 

 

・授業に意欲的に取り

組んだ数値が高いのは

喜ばしいこと。 

 

 

 

・学級目標を設定する

取り組みに対して評価

が低いのは、期間が短

かったことも考えられ

る。しかし、まだ取り

組みの意識が低い面も

あるのでは。徹底させ

ることが大切。 

○生徒アンケート 

「授業に意欲的に取り組む」 

 85％以上 

○全教職員で森中スタンダー

ド(①～⑦)の共通認識を深め

るとともに、その授業実践を

行う。 

○授業者が「④興味・関心を高め

る教具の工夫」「⑤発表につなが

る ICT活用」を意識した授業を

各単元で最低１回は実践する。 

・生徒アンケート 

 

 

・教職員アンケート 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「授業に意欲的に取り組んだ」 

   １年生 87.7%(－0.8)  ２年生 89.3%(＋2.3) 

   ３年生 88.6%(＋3.3)    全 校 88.6%(＋1.6) 

■教職員による「取組指標」評価 

   肯定的評価(３以上)  75.0％ 

４ 

 

○「森中スタンダード」の更なる推進に務

める。 

  ・「めあて」「課題」や「まとめ」「振り

返り」のある授業の徹底 

 ・子どもを授業に引きつけるような授業

の更なる工夫 ○学級ごとに学習目標を設定

し、学習意欲の向上に努め

る。 

○学級担任が、学習目標達成に向

けた項目(生徒会の取組、学級内

の取組等 )々を学期毎に最低３項

目は設定し、実践するとともに、

その成果を学級で共有する。 

・教職員アンケート 

 

■教職員による「取組指標」評価 

   肯定的評価(３以上) 33.3％ 

○学級担任が、生徒集会の場で毎

学期１回、生徒に学習目標の取

組状況を発表させる。 

・教職員アンケート 

 

■教職員による「取組指標」評価 

   肯定的評価(３以上)  50.0％ …２学期の実績 

○生徒アンケート 

「家庭学習に毎日90分以上取

り組んでいる。」50％以上 

 

 

 

 

 

 ・生徒アンケート 

 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「家庭学習に毎日90分以上取り組んでいる」 

   １年生 71.9%(＋14.3)  ２年生 55.0%(＋28.7) 

   ３年生 73.3%(＋7.4)   全 校 66.7%(＋16.3) 

※第Ⅰ期「70分」、第Ⅱ期「80分」で評価 

４ 

 

○家庭学習の取組の指導を行う。 

 ・90分以上の学習時間の確保 

 ・宿題への取組 

 ・「努力ノート」の効果的な活用 

 

 

 

○PTA 研修部による「ノーメディアタイ

ム」の広報チラシを継続配付する。 

・家庭学習に関しては、

小中が連携して何か有

効な取り組みをしなけ

れば。学力の現状をよ

り具体的に保護者に伝

える工夫も大切であ

る。 

 

 

 

○家庭学習について家庭への

協力を依頼する。 

 

○学級担任や学年部が、お便り等

で、毎月１回は、保護者に向け

て家庭学習への協力を依頼す

る。 

 

・教職員アンケート 

 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  100％ 

 

○定期考査前の家庭学習を充

実させる。 

 

○学級担任が、定期考査毎に、家

庭学習計画作成させるととも

に、実施状況をチェックする。 

 

・教職員アンケート 

 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  83.3％ 

○家庭学習の内容(宿題の出し

方等)を工夫する。 

○国・社・数・理・英 授業担当者

が、努力ノートでの学習内容を

各週１回は指示する。 

 

・教職員アンケート 

 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  90％ 

○家庭学習の充実に努める。 

 

○PTA 専門部が、毎月「ノーメディア

タイム」の広報チラシを配付し、家

庭学習の充実や生活習慣の確立につ

いて保護者に呼びかける。 

  



○町確認テストの30点未満を

10％以下にする。 

○数学の授業において、学習内

容の時間内定着に極力努め

る。 

 

○授業や帯時間において振り

返り学習をする。 

 

○数学科の教師が、授業において

各単元で60％以上は「②時間内

での定着をめざす授業」を実践

する。 

○数学ノートまたは数学プリント

を毎日提出させる。 

○次回テスト実施日を早期に掲示

する。 

確認テスト 

 

 

 

 

 

●確認テスト結果より(30点未満の生徒の割合) 

 

 

 

 

 

※確認テスト過去問題を用いて毎日課題を毎日解かせる。 

２ 

 

○生徒の実態把握及び個別指導を徹底す

る。 

○町確認テスト過去問を中心とした復習

問題への取組の継続及び徹底を行う。 

○学年部での取組等、より組織的な指導を

考えていく。 

生
徒
会
活
動
の
活
性
化 

○生徒アンケート 

「学校生活は楽しい」85％以上 

○学級目標達成に向けた取組

を工夫する。 

 

 

○学級担任が、最低学期に２回は、

学級目標達成に向けた総括を生

徒に行わせる。 

 

・生徒アンケート 

 

 

 

・教職員アンケート 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「学校生活は楽しい」 

   １年生 84.4%(－2.6)  ２年生 71.8%(－7.1) 

   ３年生 88.9%(＋11.6)   全 校 81.9%(＋1.9) 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  66.7％ 

３ 

 

○生徒会専門部の取り組みと、各学級での

目標達成に向けた取り組みとをより一

層つなげ、学級集団づくりに今後も活か

していく。 

・まず、学校に行くこ

とが楽しいと感じるこ

とは、大切なことであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域をあげて、「あい

さつ運動」に取り組み、

今のように気持ちの良

いあいさつのできる森

中生であってほしい。 

○生徒アンケート 

「生徒会活動に意欲的に取り組

む」80％以上 

 

 

 

○生徒会活動に向けた意識の

高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒アンケート 

 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「生徒会活動に意欲的に取り組んでいる」 

   １年生 84.4%(＋5.6)  ２年生 82.1%(＋18.9) 

   ３年生 84.4%(＋2.6)   全 校 83.6%(＋8.8) 

４ 

 

○卒業式成功に向けた、全校生が一体とな

れるような生徒会活動への積極的支援

を行う。 

 

○各専門部活動の振り返りを行わせるの

と同時に、来年度にむけた展望を持た

せ、生徒会活動のより活性化に向けた意

識を育成する。 

○学級担任が、最低学期に２回は、

学級目標達成に向けた総括を生

徒に行わせる。 

 

 

・教職員アンケート 

 

 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  66.7％ 

○活動意欲向上につながる掲

示の工夫をする。 

 （あいさつ・各専門部活動） 

○各担当者が活動意欲向上につな

がる掲示を工夫する。 

（あいさつ・各専門部活動等） 

  

○生徒会活動の外部発信を工

夫する。 

○いずれかの生徒会専門部担当者

が、学期に１回(生徒会として年

３回)、外部訪問の活動を実施さ

せる。 

 

・教職員アンケート 

 

 

■教職員による「取組指標」評価 

 ・「あいさつ１万人運動」啓発のためのポスター掲示を森

自治会館に依頼（生活部） 

 ・ペットボトルキャップ集めの森自治会館への協力依頼 

                 （地域交流人権部） 

○生徒アンケート 

「友だちや先生にあいさつを積

極的におこなっている。」 

(85％以上) 

 

「地域の方や来校者にあいさつ

を積極的におこなっている。」 

(85％以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒アンケート 

 

 

 

 

 

 

◆生徒による「達成指標」評価 

「友だちや先生にあいさつを積極的におこなっている」 

   １年生 84.4%(－6.5)  ２年生 87.1%(＋5.5) 

   ３年生 80.0%(－1.8)  全 校 83.3%(－1.0) 

「地域の方や来校者にあいさつを積極的におこなってい

る」 １年生 87.5%(－6.4)  ２年生 92.3%(＋18.6) 

   ３年生 84.4%(－2.0)  全 校 87.9%(＋3.6) 

３ 

 

○生徒会活動だけでなく、学級・学年での

「あいさつ励行」の指導を徹底する。 

○関係生徒会専門部(生活部)が

「あいさつ１万人運動」 

を実施する。 

○担当者が、「あいさつ１万人運

動」を学期に１回、関係生徒会

専門部(生活部)に実施させる。 

 

・教職員アンケート 

 

 

■教職員による「取組指標」評価 

     肯定的評価(３以上)  100％ 

○担任等が、お便り等を通じて、

地域へ協力を依頼する。 

 

・教職員アンケート 

 

森自治会館にポスター掲示の依頼を行った。 

○地域の関係機関があいさつ

運動を実施する。 

○地域の方が、「あいさつ１万人運

動」期間中を中心として、生徒

へあいさつを返す。 

  

 

 第１回 第２回 第３回 第４回 

１年生 3 ％ 6 ％ 20 ％ 10％ 

２年生 21 ％ 21 ％ 17 ％ 20％ 

３年生 22 ％ 25 ％ 7 ％  

 


