
平成２８年度 自己評価【３学期】 玖珠町立八幡中学校

１ 本年度の教育目標

ともに考え、ともに伸びる

２ 本年度の重点目標

意欲を育み、学力を保障する
自己有用感を高める集団づくり
地域とともにある学校づくり

３ 評価結果
重点

達成指標 重点的取組 取組指標
評価

達成状況・成果・課題 評価 改善策 学校関係者評価
目標 指標

・生徒指導の３機 ・授業の中に、「考える時間」 生 徒ア ・全職員が授業の中で「考える時間」「話し合う時間」「発表する ・学んだ知識を活
○「意欲を持って授業に参加する」生徒の 能を生かした授 「話し合う時間」「発表する時 ン ケー 時間」を毎時間設定できた。ただ、自分の考えたことを積極的 用する場面の設 ・自分の考えたこと

意 割合を100％にする。 業作りをすすめ 間」を毎時間必ず設定する。 ト に伝えようとする生徒の割合は減っている（20％down) 定（表現力の育 を伝えようとする生
欲 (4:100% 3:88%以上 2:60%以上 ) る。 ・授業に対する生徒の意欲化をすすめることができている。 成） 徒が減っていること
を 【１学期=88％ ２学期=92％ ３学期=92％】 各種 学 (生徒=92％） に対し、さらに分析
育 力テ ス ・小学校との連携 をし、今後に生かし
み ○各種学力調査において町平均を上回ると ・パープルタイム ・町の学力テスト（１２月実 ト ・多くの教員(88.9％)がパープルタイムの充実のため、町の学力 の推進。 てほしい。

ともに定期試験正答率5割以上の生徒を88 を充実させる。 施）の弱点部分を補強するた テストの弱点補強を行えた。多くの生徒(88％)もパープルタイ
学 ％以上にする。 めのプリントを作成する。 職員 ア ムを有意義だと感じている。 ・パープルタイム
力 (4:88%以上 3:76%以上 2:52%以上) ンケ ー の充実。（採点
を 【１学期中間＝82％ １学期末＝84％】 ト ・家庭学習を提出できない生徒へは全職員がその日のうちに提出 と個人指導） ・落ち着いて学習す
保 【２学期中間＝76％ ２学期末＝84％】 させる取り組みを行った。 る環境を学校でも家
障 【学年末テスト=84％】 ・家庭学習の定着 ・家庭学習を提出できていな ・90分以上の学習習慣ができているとした生徒は84％である。 ・質問教室の時間 庭でも保障していか
す に向けた指導を い場合はその日のうちにさせ ・ノーメディアウィークの取組は、生徒、教員とも不十分であっ の確保。 なければならない。
る ○「ほぼ毎日90分以上家庭学習をしている」 行う。 る。 た。(生徒64％ 教員55.6％)

生徒の割合を80％以上にする。 ・理解が十分でない生徒への ・学力保障のために具体的な手立てをとれた教員が増えた。 ・ノーメディアウ
(4:80%以上 3:68%以上 2:52%以上) 補充（プリント･学びあい）を （22.2％up） ィークに対する

【１学期=92％２学期=84％ ３学期=84％】 授業内または放課後に週に一 意欲化。
度は行う。

・短学活で生徒が ・卒業式に取り組みの全体集 ・生徒会活動においてすべての教員が生徒に対して肯定的な評価 ・短学活がマンネ ・卒業式は感動的な
自 ○｢自分は周り(友達、先生、家族)から認め 自己有用感を感 会時に「お互いを認め合う場」生徒 ア をし、充実した活動になるように取り組めた。ただ、学活の中 リ化しないため ものであった。在校
己 られている｣と感じる生徒の割合を100%に じる場をつく 「自分のがんばりが評価され ン ケー で「自分のがんばりが評価されている」と感じる生徒数が減っ の工夫 生のがんばりがとて
有 する。(4:100% 3:88%以上 2:60%以上) る。 る場」をつくる。 ト ている。(20％down)。 もよく見られた。
用 【１学期=72％２学期=72％ ３学期=68％】 ・卒業式の取り組みを中心に「お互いを認め合う場」「自分のがん ・自己有用感のさ
感 職 員ア ばりが評価される場」を設定できた。その結果、生徒の主体性 らなる向上 ・生徒の人数が減っ
を ・生徒主体による ・全校授業に月に一回は取り ン ケー を引き出すことができた。 てきているのに、そ
高 ○｢友達の役に立ててうれしい｣｢家族の役に 生徒集会や行事 組む。 ト ・保護者への情報 れを感じさせない取
め集 立っている｣と感じる生徒の割合を100％ を充実させ、自 １月＝安全指導 ・安全指導は時間の確保ができなかったが、全校授業には積極的 の提供 り組みができてい
る団 にする。(4:100% 3:88%以上 2:60%以上) 己表現活動の機 ２月＝全校人権授業 に取り組めた。 る。

づ 【１学期＝92％(友) 64％(家)】 会を増やす。 ３月＝卒業式 ・２月の全校人権授業では、部落問題について学年を越えて考え
く 【２学期＝92％(友） 88％(家）】 を交流することができた。 ・先輩後輩の関係が
り 【３学期＝88％(友） 84％(家）】 ・保護者にとって行事等での活躍はほめやすいが、学校の日常を 非常にうまくいって

把握してほめることは難しい。 いる。
（２学期のがんばりをたくさん言える保護者91.7％→3学期73.9％)

・学校の教育活動 ・年間５０名以上のゲストテ 生 徒ア ・３学期は、面接指導や人権学習、添削指導にゲストティーチャ ・ゲストティーチ
地 ○｢地域の方との体験活動や学び」によって を定期的に紹介 ィーチャーを招へいする。 ンケ ー ーを迎えることができた。年間を通して、14人と18団体のゲス ャーの受け入れ ・生徒の感性に訴え
域 学習意欲が高まったとする生徒の割合を する。 ト トティーチャー(計217人)を招聘し、多岐に亘る体験活動や学び 体制の整備（事 るものがたくさんあ
と 100％にする。 ・家庭や地域の願 を生徒に提供することができた。 前準備と生徒へ った。
と (4:100% 3:88%以上 2:60%以上) いを聞き取る場 職 員ア の指導）
も 【１学期=84％２学期=92％ ３学期=80％】 を作る。 ン ケー ・３学期は行事が少なかったせいか、「学校の様子を積極的に知ら
に ・子どもたちの様 ・月1回以上の学校通信や学級 ト せた」とする割合が減っている。 ・ゲストティーチ ・来年度からも地域
あ ○「学校は家庭や地域の願いを聞いて教育 子を地域や保護 通信を発行し、行事ごとにホ (教員=15％down 生徒12％down 保護者4.5％down) ャーの精選 でしっかりと支援し
る学 活動をしている」と感じる保護者や地域 者に知らせる。 ームページを更新する。 ゲ スト ていきたい。

校 の割合を100％にする。 テ ィー ・八幡地区文化祭に「お世話になった地域の方々へ」ということ ・地域への発信
づ (4:100% 3:88%以上 2:60%以上) ・八幡地域の文化祭に全校で チ ャー で生徒会のパフォーマンス及び全校合唱を届けることができた。
く 【１学期＝ 92％(保) 100％(地)】 出場する。 の 招聘
り 【２学期＝100％(保) 100％(地)】 人数

【３学期＝ 95％(保) 100％(地)】


