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①自らの人生を切り拓くための「学力保障」

公の場で通用する人の育成　　　　

②自主的に活動できる社会の構成員をめざす「自治的活動の推進」

Ｊ：自分がする（主体的）　Ｍ：みんなとする（対話的）　Ｈ：ほめあう（深い学び）

平成３０年度　2学期　　学校評価及び学校関係者評価　　 中津市立豊陽中学校

○毎月アンケートを行ったり、定期
的に生徒による授業評価を行っ
て、その資料をもとに改善している
ので、学校評価としては全体的に
信頼できる。

○道徳に力を入れてくれているの
はとても素晴らしいと思う。県の指
導主事を招聘して行うことはとても
いいが、中津市には広池先生とい
う道徳の創始者がいる。ぜひとも
モラロジー協会の教師研修会（県
教委も後援）にも参加してほしい。
考え議論する道徳の授業の効果
的なありかたや評価について、教
師だけで無く、民間の力も活用す
べきである。（中津市らしさを）

○テストマイプランは、これまでの
計画表と異なり、学習意欲を高め
る設計となっているのは良い。この
取り組みの主旨である「プランニン
グ力」を高めることは、民間でも求
められる力である。

○千代田区麹町中では宿題を一
切出さない代わりに、「システム手
帳」を活用している。そのような学
校を参考してはどうか。

○授業を参観して、生徒達の表情
が明るいことが良い。規律正しいこ
とも大切だが、それ以上に生徒が
自己開示できているように思われ
る。このようなほめる活動を引き続
き行って欲しい。そのような安心、
安全な環境で無いと、授業中に自
分の意見は言えないから。
○学び合いのレベルも上がってき
たので、生徒に説明させたり、協議
したり、ディベートを行う等、もっと
生徒にやらせてみたら良いと思っ
た。

○活用力ばかりが注目されている
が、高校の授業は教師の説明が
中心で宿題も多い。そのような授
業についていくには、基礎学力も
大切である。基礎基本の定着は、
授業だけで救うことは難しいので、
朝やテスト前の補充は、計画的
に、また個別的に行うとよい。
○中３生徒の授業に向かう姿勢
が、昨年度と比べて劇的に変わっ
た。学校は３年生が顔であり、後輩
のお手本なので、３年生の成長を
きちんと評価すべきだ。

○中学校になると、親の言うことは
なかなか聞かないし、勉強を教え
ることも難しい。また、共働き家庭
では、マイプランへのコメントもな
かなか大変である。他校での取り
組みなど言い実践例はないのか。
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地
域

授業参観

誰が：来校者
何を：授業参観
頻度：その都度お願いして、授業後
の感想を聞き、学校経営や授業改善
に役立てる

○本校は多くの方が訪問に来る。
その際に授業参観をお願いした。
・高校校長、教諭
・保護者、地域の方
・小中学校長,教諭（市内、愛知）
・倫理法人会関係者
・教育関係企業
・コーチング指導者（東京）
・褒め言葉関係（東京、大分）
・教育関係NPO（福岡、大分）

【達成状況から】
・「話し合い活動で考えが
広かったり深まることを」に
ついては、教科及び学年
間で差が大きい。教科部
会に任せるだけでなく、担
当組織を明確にし、全体
研修をとおして周知してい
きたい、

・今後授業を見て頂く場合は、
　授業のめあてや流れがわかるか
　生徒の授業中の集中度
　教室環境
など、視点を決めて見て頂き、感想
を聞く（学校公開日のアンケート項
目と同じ内容で） A

○道徳の授業は、スターシステム
（全教員が行う）ほぼ計画的に実
践できた。
○月１回の分掌会議で進捗を確
認→運営委員会で検討→学年部
会で改善を行った。
○１１月21日には、県教委2回目
出前研修で２名の指導主事を招
聘し、本校の授業（モラルジレンマ
教材）をもとに、研修を深めた。

○「話し合い活動で、考え
が広がったり深まったりす
る」と回答する生徒
　１年　77,7％
　２年　72.4％
  ３年　86.8％

【指標の妥当性】
・道徳に関する達成指標
については、教職員の意
識も高く、授業を楽しむよ
うになってきた。そのた
め、指標達成は可能であ
ると考える。
・定期試験前のテストマイ
プランや補充学習、朝の
補充学習については、毎
回改善をしながら取り組む
ことができ、取り組み指標
の達成は可能であると考
える。

【重点的取組・取組指標の改善】
・モラルジレンマや根拠を持って意
見表明するなど、考えが広がった
り深まったりする話し合い活動の
在り方を、職員全体で検証する。ま
た、来年度の新教科書の教材研究
を各学年で始める（1月30日実施）
・市教委主催のディベート研修に参
加した2年生、1年生を生徒ティ
チャーとし、３学期は道徳や各教科
において、討論活動で活躍できる
ように仕組む。

○定期テストにおける下位
層（各教科30点未満）の生
徒の割合
　２学期末試験
　　１年　10.8％
　　２年　15.8％
　　３年　 9.2％

【取組状況から】
・道徳の授業を計画的に
すすめることで、空き時間
等に自然に授業における
意見交換や評価の在り方
について話し合うことがで
きてきた。また、研究主任
や初任研指導教員が参観
した授業の内容を、月に１
回の校内研修で報告して
いる。

・テストマイプランは好事
例を紹介することをとおし
て、具体的な数値目標を
入れた計画を作成できる
ようになってきた。

・定期試験に出題する活
用問題については、教科
部会で協議し、そのため、
補充学習の課題に活用問
題を計画的に取り入れる
ことができた。

・来校者の多くが授業を参
観することで、本校の良さ
や課題を聴くことができ
た。また、団体の代表者
は、それぞれの機関誌、
HPやFacebookに、本校の
事例を紹介している。

・テストマイプランについては、キャ
リア教育との連動を図りながら、
「何のためにテスト勉強をするの
か」「勉強をすることで自分だけで
なく、他へどのような影響を与える
か（人の役に立つ）」等を生徒達に
考えさせる時間を確保する。

○朝の補充時間については、毎週
確認しながら計画を通り行うことが
できた。

○テスト前の５日間は、３０分の補
充学習を計画的に実施できた。

1年部：単元テストや小テストを分
析し、朝の補充学習や授業におけ
る指導方法に活かす

2年部：下位層対策として、週末課
題等の未提者等においては、放課
後に補充学習を行う。

3年部：進路に応じた課題を提供す
る

○ＰＴＡや学年通信において、テス
ト前２週間の取組について周知
し、マイプランへの助言を行ってき
た。
進行管理については、コメントを書
いてくれている保護者の数で確認
したが、やや減ってきた。

・PTAや学年通信だけでなく、テス
ト前2週間になったら、学校メール
でも周知し、保護者の協力を得る。
また、PTA研修部の協力を得て、
保護者の活動ができるように仕掛
けていく。

○期末試験で、２週間前からテス
トナビを作成し生徒に配布。
○学習力や生活改善を盛り込ん
だテストマイプランを作成させ、学
級担任は毎日チェックを行い指導
した。
○中間→期末における成績向上
者についてはアンケートを行い、３
学期始業式で紹介する予定。自

ら
の
人
生
を
切
り
拓
く
た
め
の

「
学
力
保
障

」

「話し合い活動
で、考えが広
がったり深まっ
たりする」と回
答する生徒
80％以上

定期テストにお
ける下位層（各
教科30点未満）
の生徒の割合
を全体の10％
以下

学
校

考え議論する道徳の
授業の実施

誰が：全ての教職員が
　管理職、主幹は授業参観
何を：道徳の授業を（モラルジレン
マ、ディベートの活用）
進行管理：月１回の学年会議（内容）
と分掌会議（評価）

重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標

家
庭
テスト前の家庭学習
の徹底

誰が：保護者
何を：マイプランへの助言、点検
頻度：中間・期末テスト２週間前から
毎日
進行管理：担任→担当→分掌会議

定期試験（中間、期
末、実力等）における
家庭学習の徹底

誰が何を
　テストナビの作成（教科担任）
　マイプランのチェック（学級担任）
　成績向上者の学習方法紹介（担
当）
頻度：中間・期末テスト２週間前から

補充学習の徹底

・担任が、朝の補充時間に、基礎、
読書、ＮＩＥ（週１は必ず）を行う。
　昨年度より５分延長
・全職員が、３０分の補充学習を
　テスト前５日間実施
　（短縮授業として生み出す）

計画 成果と課題
学校関係者評価

検証
次学期に向けての

取り組み
取組状況の確認 達成状況の確認
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学校への要望 評価

中津市立豊陽中学校

○授業中に自己開示ができている
のは、ほめ褒めタイムのような場
があるからだと思う。以前の帰りの
会は悪い生徒を言うような会で
あったが、厳しい状況の中でも頑
張っている生徒をほめることで、学
級全体にいい雰囲気が生まれる。
豊陽中の伝統してこれからも発展
してもらいたい。

○先日見学したが、中学生が膝を
ついて一生懸命床を磨く姿をみ
て、ここまでやるのかと感心した。
本校の伝統してさらなる工夫を期
待したい。

家
庭
テスト前の家庭での過
ごし方を

誰が：保護者
何を：ルーティンへの助言、点検
頻度：中間・期末テスト２週間前から
毎日
進行管理：担任→担当→分掌会議

○ＰＴＡや学年通信において、テス
ト前２週間の取組について周知
し、マイプラン（特にテスト取り組み
期間中のルーティン）への助言を
行ってきた。
進行管理については、コメントを書
いてくれている保護者の数で確認
した。

地
域

学校行事への呼びか
けと市主催行事への
積極的な参加

○校内行事へのよびかけ
　合唱大会リハサール、本番
　学期末PTAにおける、総合的な
　学習の時間の発表
　
○国、市等行事へ積極参加
　・国民文化祭：なかつ水灯り2018
　　誰が：全校生徒
　　何を：ボトルレター制作
　・中津市きれ街隊
　　誰が：１年生生徒有志
　　何を：市内の清掃
　　頻度：月に１回（12月より）

自
主
的
に
活
動
で
き
る
社
会
の
構
成
員
を
め
ざ
す

「
自
治
的
活
動

」
の
展
開

「あなたががん
ばったとき、友
だちから、がん
ばったね、すご
いねと、ほめて
もらったことが
ありますか。」
に、肯定的な回
答をした生徒
80％以上にす
る。

「学校に行くの
は楽しいです
か」に肯定的な
回答をした生徒
90％以上

学
校

安心して過ごせる学
級づくりの実施

誰が：学級の生徒達が
何を：頑張ったことをほめる
頻度：毎日のほめほめタイム
　　　　５分間延長
進行管理：月１回分掌会議で改善

・PTAや学年通信だけでなく、テス
ト前2週間になったら、学校メール
でも周知し、保護者の協力を得る。
また、PTA研修部の協力を得て、
保護者の活動ができるように仕掛
けていく。

・行事では来場された方からコメン
トを頂き、紹介するなど、自分達の
頑張りが、他者に与える影響など
を生徒に周知する。
・ホームページで生徒の活動を広く
紹介する。
・ボランティア活動を推進するた
め、善行表彰や中津市教育長表彰
などの表彰や、報道への情報提供
も活用する。

・学級の課題（自習時間や特定の
教科の授業態度、掃除）や、生徒
会による「すすんで発表プロジェク
ト」「資源回収」等の行事について、
ほめほめタイムで頑張った生徒を
ほめるなど、全校または学年で内
容を決めて行う期間をつくる。（マン
ネリ化を防ぐ）

○「あなたががんばったと
き、友だちから、がんばった
ね、すごいねと、ほめても
らったことがありますか。」
に、肯定的な回答をした生
徒

　１年　75.9%
　２年　78.0%
　３年  83.3%

※参考資料
　○教師からほめられた
　　１年　76.8%
　　２年　63.0%
　　３年　85.3%
　○保護者からほめられた
　　１年　82.0%
    ２年　81.8%
　　３年　85.8%

○「学校に行くのは楽しい
ですか」に肯定的な回答を
した生徒90％以上
　１年　83.9%
　２年  83.0%
　３年  90.1%

【指標の妥当性】
＜取組指標＞
・ほめほめタイムや無言清
掃、いじめの未然防止アン
ケート等は計画的に行うこ
とができており、指標は達
成できそうである。

＜達成指標＞
・一学期に比べで、３年生
は伸びており、共に目標
達成に迫っているが、１，２
年生は下がる傾向にあ
る。しかし、それは生徒の
発達段階において想定内
であり、今後は、行事や学
年集会等の取り組みを通
して、目標達成に迫りた
い。

【取組状況から】
・ほめほめタイムの取組
は、各学年において、それ
ぞれの実態に応じて行うこ
とができた。３学期は「ほ
め言葉シャワー」等にも
チャレンジしたい。

・縦割りの無言清掃も３年
生のリーダーを中心に定
着してきた。また、掃除区
域を拡張して、少人数でも
効果的に行うことができ
た。

・いじめについても、毎月
のアンケートをもとに、教
育相談を実施することがで
きた。
　また、３年生は、全員が
個別の校長面談を実施す
ることで、進路における不
安や人間関係などを聞き
取ることができた。

【達成状況から】
３年生の達成は可能であ
り、目標を超える雰囲気も
ある。１年生は、中津市の
きれ街隊としてボランティ
アに参加することなどか
ら、達成指標に迫りたい。
2年生においては、進路に
関する取り組みをとおし
て、自己肯定感を高めた
い。

B

○１１月の合唱大会には、保護者
だけで無く、地域の方にもよびか
けて、来賓１１名、保護者・地域の
方361名の参加があった。

○豊田公民館「生涯学習教室」を
本校で実施し、3年生合唱・全校合
唱を参観、ほめほめ講座も実施し
た。

○社会教育課よりの提案で取り組
んだボトルレターであったが、地域
行事に一市民として参加でき、生
徒にとって地域社会と連帯できる
体験ができた。保護者からも評判
が良かった。

A

○縦割りによる無言清掃は、後期
の班替えをしたが、3年生リーダー
を中心に計画的に実施できた。

○１０月、１２月は、「おひさまアン
ケート」を、11月は「教育相談アン
ケート」を実施し、いじめ等の未然
防止に取り組めた。
○１１月末～１２月には、副担任が
教室で補充学習をさせる中、担任
が教育相談を行うことができた。

A

A

A

○毎月の「おひさまアンケート」で、
それぞれの達成指標について調
査を行っていることで、達成指標に
検証が行われていることは評価で
きる。
　しかし、数値のみだけでなく、先
生方の直感的な評価も大切にして
ほしい。民間では、数値も追いか
けるが、現場の職員からの情報が
最も大切であると考える。風通しの
よい職場が一番である。

○中学校になると、親の言うことは
なかなか聞かないし、勉強を教え
ることも難しい。また、共働き家庭
では、マイプランへのコメントもな
かなか大変である。他校での取り
組みなど言い実践例はないのか。

○豊陽中学校のホームページを見
るのを毎日楽しみにしている。毎
日公開しているといっても、保護者
や地域の方も中学校には入りにく
いので、にこれからも情報発信をし
てほしい。

○マスコミは大いに活用すべき。
地域の方や保護者、卒業生が元
気がでる。社会を明るくする運動
や人権作文、人権標語で数多く入
賞。ウェイクボードでは兄弟で全国
トップレベルなど頼もしい限りであ
る。

○日本教育公務員弘済会大分支
部の教育論文で最優秀賞。本校
の取り組みの素晴らしさが証明さ
れた。

・縦割りによる無言清掃期間以外
の取り組みを行う。
　学級における無言清掃期間を新
たに設置する。

・教育相談や校長面談、SCの相談
内容などを、運営委員会で共有し
ながら、生徒が相談しやすい窓口
をつくりため、学年を超えた相談体
制（例えば部活の顧問や教頭、主
幹教諭も含めた）を確立する。

A

A

A

B

A

自治的な清掃活動の
実施

誰が：生徒会環境美化部が提案
何を：縦割り無言清掃
頻度：月２週
進行管理：月１回の生徒集会

いじめ等のリスク管理
の徹底

誰が：生徒指導担当者
何を：生徒指導や自治活動の
　　　アンケートの実施。後に対策。
頻度：月１回

3年生は校長による、校長面談を実
施

○ほめほめタイムにおいては、各
学年の実態に応じて、特定の生徒
をほめたり、班のNVPを決めるな
ど、工夫のある取り組みが行われ
てきた。

計画 成果と課題
学校関係者評価

検証
次学期に向けての

取り組み
取組状況の確認 達成状況の確認重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標

学
校
評
価


