
平成２９年度 自己評価【２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

学力の保障
自己有用感の向上
生活習慣と運動習慣の確立

３ 評価結果

重点目 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 学校関係者評価
標 ○「意欲を持って授業に参加する」生徒 ・生徒指導の３ ・ペア学習やグループ 生徒アン ・ペア、グループ学習を取り入れた教職員は87.5％→87.5％と横ばいの

の割合を100％にする。 機能を生かし 学習の推進、ワーク ケート 状況であった。ペア、グループ学習が楽しいと思う生徒は91.3％→91. ・授業改善に向けて ・少人数であるが、勉強
(4:100% 3:88%以上 2:60%以上 ) た授業作りを シートの工夫、発表 3％と横ばいである。授業改善が引き 続き必要である。 さらに取り組みを によく頑張っている。
【１学期＝96.7％ ２学期＝91.3％】 すすめる。 の形態や教具の工夫 各種学力 ・学力向上につながるパープルタイムに取り組んでいる教職員100％→ すすめ、全校生徒 先生方の指導で、成績

により、１時間の中 テスト 100％と横ばいであるが、 がどの授業にも意 も良くなり成果が出て
に「考える時間」「話 パープルタイムを有意義だと感じている生徒は、91.3％→87％と減少して 欲を持って参加で いる。
し合う時間」「発表 職員アン いる。生徒の持ってい る力に合わせた取組の工夫が必要。 きることをめざ
する時間」を設定す ケート ・家庭学習90分以上取り組むような指導ができている教職員100％→87.5 す。 ・もう少し元気を出して
る。 ％で、家庭学習90分以上取り組んでいる生徒も、91.3％→87％と減少 積極的に発表や行動を

傾向にある。 してほしい。
学 ○各種学力テストにおいて４割以下の生 ・パープルタイ ・パープルタイムを活 ・学校は授業を工夫しわかりやすい授業をしていると感じる保護者100％ ・パープルタイムを

徒を０％にする。 ムを充実させ 用して、理解が不十 →91.3％ 質問教室の実施や
力 (4:0% 3:13%以下 2:30%以下) る。 分な生徒への個別指 ・ノーメディアウィークの取組で学習に集中できる環境を確保した保護者 や町確認テストの

【１学期＝1％ ２学期＝1％】 導を行う。 85.7％→90.9％と5.2ポ イントアップした。 問題を活用して取
の 【成果】 り組む。

・教職員全員がＩＣＴ機器を使った授業を展開するなど、授業改善に取 ・個別指導の充実を
保 ○「ほぼ毎日90分以上家庭学習をしてい ・家庭学習の定 ・努力ノートの質の向 り組むことができてい る。また、、授業のみならず、生徒会の活動 徹底する。

る」生徒の割合を100％にする。 着に向けた指 上に努める などでも積極的に活用する姿が見られる。
障 (4:100% 3:87%以上 2:74%以上) 導を行う。 ・学力保障のために、 ・運動会・体験活動・文化祭など行事が多いなか、行事への取組と教科 ・家庭学習の充実に

【１学期＝91.3％ ２学期＝87％】 個別指導の時間の確 の授業の区別をつけな がら、気持ちを切り替えて取り組むことがで 向けて、保護者と
保・授業内での補充 きている。 の連携をすすめる
を行う。 ・理解が不十分な生徒への指導は、すべての教科、すべての教職員で個 とともに、宿題の

別に指導を行うことが できている。 在り方を再度問い
・後半になって、学習への意欲が高まりつつある。 直す。
・保護者の授業に対する肯定的評価。
【課題】
・パープルタイムの取り組み方に工夫が必要。
・家庭での協力がすすんでいるので、ノーメディアウィークの必要性を
生徒に指導する必要が ある。

・小学校と更なる連携を図りながら、授業規律等について全教職員が意
思統一して取り組む必要がある。

○「自分は周り（友達、先生、家族）か ・短学活で生徒 ・各種行事の取組にお ・２学期は、体育祭・文化祭を中心とした行事を通して、子どもたちの
ら認められている」と感じる生徒の割 が自己有用感 いて、「お互いを認 生徒アン 自己有用感を高める指導が全職員ですすめられた。 ・一年の成長を確認 ・全校生徒が力を合わせ

自 合を100％にする。 を感じる場を め合う場」「自分の ケート ・学校生活を楽しいと感じている生徒は82.6％で、保護者は100％がそ しあう中で、次学 て様々な活動に取り組
己 (4:100% 3:88%以上 2:60%以上) つくる。 がんばりが評価され う感じている。 年に向けての目標 んでいると思う。
有 【１学期＝87％ ２学期＝78.3％】 る場」をつくる。 【成果】 を確立させてい ・生徒は先生を信頼し、
用 ・保護者や地域の協力のもと、行事を通して子どもたちの自己有用感を く。 先生は生徒を信用して
感 高めることができている。 いることが覗える。良
の ○「友達（家族）の役に立ててうれしい」 ・生徒主体によ ・全校授業に月に一回 ・全校保健授業や人権授業を通して、学年の枠を超えた話し合いが行え ・保護者と連携して いところが以前より増
向 と感じる生徒の割合を100％にする。 る生徒集会や は取り組む。 た。 自己有用感を感じ えている。
上 (4:100% 3:88%以上 2:60%以上) 行事を充実さ ９月＝体育祭 【課題】 る場づくりをすす ・小学校からの延長であ

【１学期＝95.7％ ２学期＝91.3％】 せ、自己表現 １０月＝保健集会 ・自己有用感のさらなる育成 める。 るため友人関係も良い
活動の機会を １１月＝文化祭 ・次学年に上がるための意識の向上 ときは良いが、こじれ
増やす。 １２月＝しめ飾り たときが心配。

○「元気よく友達（家族・地域）にあい ・あいさつや声 ・年間を通してのあい 生徒アン ・ＰＴＡ生活指導部と連携したあいさつ運動に学校運営協議会委員の方
さつをしている」とする生徒の割合を かけの励行。 さつ運動、授業参観、ケート にも協力していただき連携しながらの取組ができている。 ・さらに地域保護 ・朝食は全員が食べるよ

生 100％にする。 学校開放の実施。 ・生徒会主体のあいさつ運動を毎朝実施。 者、小学校と連携 うに家庭と連携を図る
活 (4:100% 3:88%以上 2:60%以上)" 生活習慣 ・食育授業の実施（１学期１回（全校）２学期１回（３年生）） をとって、教育活 べき。
習 【１学期＝95.7％ ２学期＝95.7％】 アンケー ・駅伝大会に向けた全校での取組 動をすすめてい
慣 ト 【成果】 く。
と ○「運動することは自分のためになる」 ・八中チャレン ・部活動時のランニン ・地域や小学校と連携したあいさつ運動ができている。
運 とする生徒の割合を100％にする。 ジをベースに グ及び筋力トレーニ ・歯磨き習慣の定着。 ・生活実態調査を実
動 (4:100% 3:88%以上 2:60%以上) した体力向上。 ング。 ・昼休みにグラウンド等で運動を行う生徒の増加。 施し分析を行異な
習 【１学期＝91.3％ ２学期＝100％】 ・生徒を主体と ・年間を通して保健・ 【課題】 がら、指導の重点
慣 した保健活動 安全に関した授業の ・睡眠時間や朝食の取り方など、健康に係る生活全般の意識改革が必要。 をまとめる。
の や授業の設定。 実施。
確 ○「自ら考えて健康的な生活をしている」・家庭での健康 ・睡眠などの生活習慣
立 とする生徒の割合を100％にする。 的生活の実 について考えさせ

（4:100％ 3:87％以上 2:74％以上） 感。 る。
【１学期＝87.5％ ２学期＝87％】


