
平成２８年度 自己評価及び学校関係者評価書【 Ⅰ期・ 年間 】   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１回は実践す

る。 

・生徒アンケート 

 

 

 

・教職員取組チェック 

 

◆生徒アンケートより 

「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 60.6%  ２年生 70.0% 

     ３年生 73.8%  全 校 68.7% 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上) 66.7％ 
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○小グループ活動等を活用し、生徒による

主体的な活動の場をこれまで以上に保

障する。 

○「森中スタンダード」の更なる推進 

○各研究チームで互見授業の実施、及び検

証を確実に行う。 

   

 

 

 

 

 

・アンケートで、「学校

は楽しい」生徒の割合

が多かった。「授業に意

欲的に取り組んだ」意

識も高いようだ。学校

生活で大切なことだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・努力ノートのあり方

について考える時期。

活用できている生徒と

そうでない生徒の差を

感じる。（「うめればよ

し」的な指導になって

いないか。） 

・家庭学習について、

保護者の意識改革も必

要。PTA全体でどう取

り組んでいくのか、今

後必要である。 

○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 

 

 

・教職員取組チェック 

 

◆生徒アンケートより 

「授業に意欲的に取り組んだ」 

     １年生 87.6%  ２年生 87.7% 

     ３年生 85.5%  全 校 87.0% 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上) 75.0％ 
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○「森中スタンダード」の更なる推進 

○各研究チームで互見授業の実施、及び検

証を確実に行う。 

○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(最低

学期２回)。 

・教職員取組チェック 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上) 75.0％ 

○学級担任が、学期末の生徒集会

等で、学習目標の取組状況を生

徒に発表させる。 

・教職員取組チェック 

 

 

※Ⅱ期より評価 

○生徒アンケート 

「家庭学習に毎日70分以上取

り組んでいる。」50％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒アンケート 

 

 

◆生徒アンケートより 

「家庭学習に毎日70分以上取り組んでいる」 

     １年生 75.8%  ２年生 55.0% 

     ３年生 71.4%  全 校 67.0% 
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○努力ノート・毎日ノートの使い方指導を

徹底する。 

○家庭学習の取り組み方の指導 

○各教科担当による家庭学習(宿題)の指示

をしてもらう。 

 

○保護者への働きかけ。 

○家庭学習について家庭への

協力を依頼する。 

 

○学級担任や担当者が、お便りや

PTA で、最低学期１回は、家庭

学習について話題にする。 

 

・教職員取組チェック 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  90％ 

 

○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。 

 

・教職員取組チェック 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  100％ 

○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

各単元１回は指示する。 

 

・教職員取組チェック 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  37.5％ 

（注）■ は「取組指標」に対する評価 



○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。 

○確認テスト前に強化週間を設定

し、数学科全員で放課後等の補

充学習を実施する。 

確認テスト 

 

 

 

 

 

●確認テスト(第１回、第２回)の結果より 

１年生 １回  3 ％  ２回  6％ 

   ２年生 １回 21 ％  ２回21％ 

   ３年生 １回  22 ％  ２回 25％ 
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○「数学ノート」への取り組みの徹底。 

 ・未提出者の放課後補充学習、個別指導。 

 ・学習内容を授業中でも取り扱う。 

 ・定期的な評価テストの実施。 

○第３回確認テストの実施日を掲示する

など、テストに向け意欲的に学習に取り

組む雰囲気作りに努める。 

・意欲はあるが、点数

が上がらないのはなぜ

だろうか。点数がとれ

る生徒と、そうでない

生徒との差を縮めるこ

とが課題。 

・「勉強の仕方がわから

ない」という中学生の

話をよく聞く。課題で

ある。 

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。 

 

 

○学級担任は、生徒会の具体的活

動や学級独自の取組等で、常に

学級目標に立ち返り、生徒会活

動と学級の活動がつながってい

ることを意識させるとともに、

その成果を学級で共有する。 

(最低学期２回) 

・生徒アンケート 

 

 

 

・教職員取組チェック 

 

◆生徒アンケートより 

「学校生活は楽しい」 

   １年生 76.5%  ２年生 76.7% 

   ３年生 76.2%  全 校 76.5% 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  66.7％ 
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○学級目標と学習目標を軸にして、学校行

事や各種テスト等において、つけた力を

みんなで振り返り、子どもの自己肯定感

を高めていく。 

・授業中に自分たちが

どうありたいか、具体

的な目標をたてること

は大切。みんなで目標

達成するための具体的

な方策を定め、達成に

向けて意欲をもつこと

はよいことである。 

 

・生徒会の活動が、し

っかりできている生徒

が多いのでは。「コミュ

ニティ総会」で行った、

森中生徒会の取組の発

表もとてもよかった。 

 

・「自分たちの手でより

良い方向に変えて行こ

う、生徒会を活性化さ

せよう。」という意識を

持ち、実際に活動する

ことができるのが、中

学生の醍醐味であろ

う。今後の活動にも、

期待する。 

 

 

 

 

・今後も、地域ぐるみ

で「あいさつ」の取組

を進めていこう。 

○生徒アンケート 

「生徒会活動に意欲的に取り組

む」80％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒アンケート 

 

 

◆生徒アンケートより 

「生徒会活動に意欲的に取り組んでいる」 

   １年生 81.8%  ２年生 72.5% 

   ３年生 88.1%  全 校 80.9% 
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○今後も、生徒会専門部活動の活性化に取

り組んでいく。 

○生徒会活動に向けた意識の

高揚を図る。 

 

 

 

 

○学級担任は、各専門部の主な活

動実践の際に、生徒会活動と学

級の活動がつながっていること

を意識させるとともに、その成

果を学級で共有する。 

 (最低学期２回) 

 

・教職員取組チェック 

 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  77.8％ 

 

 

 

○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。 

 

・教職員取組チェック 

 

 

 

■教職員取組チェックより 

     肯定的評価(３以上)  66.7％ 

 

○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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆生徒アンケートより 

「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 76.5%  ２年生 67.5% 

   ３年生 90.5%  全 校 78.4% 

「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 79.4%  ２年生 75.0% 

   ３年生 92.9%  全 校 82.8% 
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○生徒会専門部による定期的なあいさつ

運動を実施する。 

 

○「教職員が先に、明るく、大きな声であ

いさつ」 

 「授業の始めと終わりのあいさつ」 

 「集会での返事」など、 

 折に触れて、教職員による指導を徹底

していく。 

○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。 

 

 

・教職員取組チェック 

 

 

■教職員取組チェックより 

     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。 

 

 

・教職員取組チェック 

 

 

森自治会館にポスター掲示の依頼を行った。 

 （注）■ は「取組指標」に対する評価 


