
１　教育目標

２　重点目標

○道徳について
　学校が落ち着いて、安心して登校できることが
なによりも大切である。生徒一人一人を大切に
するためには、違いを認めることが大切。だから
こそ、道徳の授業研究を行うことは、生徒にとっ
ては、学校生活だけでなく、これから生きていく
上において大変重要なことだと思われる。また、
教師にとっても、生徒の多様な姿を見る良い機
会である。今後とも、道徳の授業研究を推進し
て欲しい。

○授業について
　学力調査問題をしっかり分析して､それをいか
に授業に取り入れていくか。教育課程に明記す
べき
   また、課題のある教科や学年は、教科任せで
なく学校全体でも対応を考えてほしい。特に教
師の授業中の発信力、解きたくなる､学びたくな
る課題をしっかりと示してほしい。
　習熟の程度に応じた指導については、習熟の
段階に応じたプリントの工夫が必要だ。特にでき
る生徒も伸ばす工夫をすることで、教師とともに
授業をリードする生徒を育成すべき。さらに、学
び合いで共に成長しあうと思う。

○活用力の向上について
　活用力は、補充学習ではなく授業でこそ育成
される。そのためには、ワークシートの工夫をす
べき
　授業を参観したが、（　　）埋めが多い。もっと、
思考させたり説明させるような内容を増やすべ
きである。
　そして、説明させる場を設ける。クラス全体の
前で､　班の中で、隣の人とぶつぶつタイム等を
取り入れる。

○テストマイプランについて
　これからは、自ら計画を立て、実践し、振り返
るような、生徒自身がPDCAサイクルをまわすこ
とが大切である。このような取り組みは時間が
かかるが、継続して行って欲しい。
　

地
域

中津青年会議
所等外部機関
との積極的連
携

誰が：中津JC
何を：中３生徒を対象に、学ぶ
事の大切さや中学校や高校時
代どのようにして勉強に取り組
んだかを、生徒に伝える。

○7月10日に「中津JCによる、出張未
来育成塾」を実施。約２０名の講師を
招聘し、３年生全クラスで行うことが
できた。事前に会社の経営や理念、
中学校時代にやるべき事なども調
べ、当日も積極的に参加し、学習意
欲を高めることにつながった。

【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、道徳の授
業で学んだ話し合いの仕方や、ディ
ベート等を手法をもとに、今後は普
段の授業へ活用する必要がある。

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：テスト２週間前から毎日
進行管理：担任→担当→分掌
会議

○ＰＴＡ総会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
てくれたいる保護者の数で確認した
が、十分とはいえない。

B

○「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　79％
　２年　68％
  ３年　80％

【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、分掌会議
も機能しており、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、指標達成は可能であると考え
る。

B

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：テスト２週間前から

○中間試験、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、２学期
始業式で配布予定

○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
　１学期末試験
　　１年　１５％
　　２年　 １１％
　　３年　 １２％

【取組状況から】
・道徳の授業においては、２年部で
は副担任の授業を担任が参観し、
生徒の動きを客観的に記録すること
で、話し合い活動で考えが広がった
深まることについて協議することが
できた。効果的な実践は全学年に広
げていく必要がある。
・テストマイプランにおける生徒の目
標が抽象的になっている。また、学
習力や他者への影響についても十
分理解できていない生徒もいる。担
任だけの指導では難しいため、学年
集会による説明や、生徒どうしでの
確認を行う必要がある。
・テスト前の補充学習では基礎問題
を中心に下位層の底上げを行ってき
たが、今後は定期試験に活用問題
を計画的に取り入れる。また、補充
学習においても活用問題を積極的
に取り入れることで下位層の生徒へ
も活用力をつける。

補充学習の徹
底

B

・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）

○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。特にＮＩＥの取組においては、生
徒の書く量が向上するなど効果的で
あった。
○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。類題を
定期試験に出すことで、生徒の意欲
も向上した。

学校への意見及び要望
取組状況の確認 達成状況の確認 検証
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」

「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（思考ﾂｰﾙ
の活用）
頻度：３５時間計画的に実施
進行管理：月１回の分掌会議

○道徳の授業の時間数は計画的に
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。
○7月には、県教委の出前研修で３
名の指導主事を招聘し、本校の授業
をもとに、研修を行った。

重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標
成果と課題 評

価

３　重点目標・達成指標・重点的な取組等

平成３０年度　学校関係者評価（1学期） 中津市立豊陽中学校

学校の教育目標：公の場で通用する人の育成　　　　行動目標：　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）

①自らの人生を切り拓くための「学力保障」

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」



成果と課題
重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標

評
価

学校への意見及び要望

A

取組状況の確認 達成状況の確認 検証

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：テスト２週間前から毎日
進行管理：担任→担当→分掌
会議

○ＰＴＡ総会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。

○自尊感情について
　ほめほめタイムを学校をあげて取り組んでい
ることは良いと思う。しかし、中学生はほめるだ
けではなかなか伸びないようだ。
　そのためには、ほめて､認めて、任せてやらせ
てみるようなことを、行事だけでなく、学校生活
の中で積極的に行うべき。
　生徒がＰＤＣＡを回しながら、達成感や充実
感、納得してやった、できたという成功体験を重
ねることで、自尊感情は上がっていく。

　そこで、体育大会、合唱大会の他、学習集会、
ディベート大会など知的な面を喚起する行事を
企画してはどうか。

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１～２週
進行管理：月１回の生徒集会

○５月の体育大会後に実施する予定
であったが、６月から縦割りによる無
言清掃が月に１週実施できた。

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

○４、５月は、「おひさまアンケート」を
６月にはI-checkを実施し、いじめ等
の未然防止に取り組めた。
○６月末～７月には、副担任の協力
を得ながら、教育相談を行うことがで
きた。

【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。しかし、取り組み
の格差やマンネリ化が懸念される。
・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、アンケートをもと
に、副担任と協力した教育相談を実
施することができた。また、７月にi-
checkの細かい分析を学年で行うこ
とで、不登校や気になる生徒への対
応について共通理解が図られた。
・地域との連携については、授業参
観やほめることの大切さを伝える講
座も実施でき好評だった。また、中
津JCとの交流会や中津北高校書道
部とのディスカッションが実施でき
た。

【達成状況から】
１学期は達成指標を超える学年もあ
り、概ね良好である。しかしながら、
不登校や支援の必要な生徒に対し
て個に応じた対応を組織的に行うこ
とは不十分である。

○ほめほめタイムにおいては、各学
年の実態に応じて毎日実施すること
ができた。

○「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　80%
　２年　78%
　３年  85%

※参考資料
　○教師からほめられ
た
　　１年　81%
　　２年　60%
　　３年　75%
　○保護者からほめら
れた
　　１年　88%
    ２年　82%
　　３年　83%

○「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　94%
　２年  85%
　３年  94%

【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、今後も達成でき
ると思われるが、内容については今
後より具体的な指標を検証する必要
がある。
＜達成指標＞
・ほめる活動を中心に、生徒の自己
肯定感を高める指標達成は可能で
ある。全国学力・学習状況調査で
は、「自分にはいいところがある」と
学力などの相関をしめしていたの
で、今後はその項目についても、ア
ンケート調査で変化を検証したい。

B

B

学校公開日等
への積極的参
加

誰が：校区ネットワーク会議
何を：学校公開日の参加
頻度：月に１回
進行管理：参加者のアンケート
から

○７月の学校公開日には、保護者だ
けで無く、地域の方にもよびかけて参
加者が増えた。
○豊田公民館女性学級を本校で実
施し、授業参観、ほめほめ講座を実
施した。
○豊田、沖代、鶴居のネットワーク会
議において、本校の実態を説明し、
学校公開日について参加をよびかけ
た。
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「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：頑張った生徒をほめる
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

地
域


